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整理番号 H24-2  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

かくまがわぼんおどり 

角間川盆踊り 

保存会名 角間川盆踊り保存会 

所在地 大仙市角間川町 

開催場所 角間川本通り 

開催日 8月 16日 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 盆踊り 

映像提供元  

解説文 この地域の盆踊りは、以前では盆の 14日から郷社祭日の 20日までおこなっていたが、今は 16日だけ

になっている。現在は角間川本通りという道路上でおこなうが、一時は神社境内でおこなったこともあっ

た。本通りでおこなうのは本郷家、北島家、荒川家の地主家の前で披露することが慣わしとされたことか

らといわれる。路肩には囃子手の櫓（やぐら）を組み、道路中央に篝火（かがりび）を焚いて、その周り

で踊るものである。かつては旭踊りと仁輪伽踊りがあって、旭踊りは雄物川の氾濫をくい止めようとして

巫女を生き埋めにした旭塚の供養の踊りとされ、仁輪伽踊りは滑稽な即興踊りであった。昭和 5年（1930

年）に藤田庄八（ふじたしょうはち）が旭踊りと仁輪伽踊りを組み合わせて創作した踊りが今の盆踊りと

なっている。そのため、現在もこの踊り方が伝承されて 2番に分かれており、これを角間川盆踊りといっ

ている。囃子には大太鼓と小太鼓に笛がつけられている。踊り手の服装は男女とも浴衣、草履を履き、編

み笠を被る。 

整理番号 H24-3  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

いずさんじんじゃししかぐら 

伊豆山神社獅子神楽 

保存会名 伊豆山神社獅子講 

所在地 大仙市泉町 

開催場所 伊豆山神社宮司家・長福寺・地域内各所 

開催日 7月 1～14日 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子神楽 

映像提供元  

解説文 獅子神楽は二人立ち一頭獅子舞であるが、神楽といっても太神楽の系統とは異なっている。いわゆる祈

祷神楽といってよいだろう。花館（旧大曲市）の伊豆山神社を中心として地元花館、柳町、中野、二ツ屋、

唐関、大花町などおよそ 30集落を回村し、獅子舞によって祈祷をおこなうものである。7月 1日の始めに

伊豆山神社別当三浦家（現宮司家）からこの獅子舞祈祷をおこない、次に長福寺へ移る。そして 15日ま

で回村をして各希望の家々の神棚の前、または床の間のある座敷で演じられる。家々で舞う以外は各戸の

玄関で獅子を翳（かざ）しゴショウダイという鉾状のもので祓いをする。この巡行中には門太鼓が囃され

ている。獅子神楽の次第は、始めに祝詞を奏し、次に御祈祷獅子となるが、この時獅子の背幕をつかまえ

た翁（斎主）が唱え言葉を発する。祈祷獅子舞が終わると寿舞がある。これは鈴と扇を採って獅子頭を安

置した前で舞われる。次に早獅子である。その後は、年祝い、厄年の祓い、普請の祝いなど希望によって

山ノ神舞が演じられる。一般には早獅子で終えられるものとなっている。舞手・囃子手はすべてこの地域

周辺の神職で構成され、囃子には太鼓、笛、手平鉦がある。獅子神楽の起源は不詳であるが、言い伝えに

よると江戸時代元禄（1688～1704年）の頃、この地域に疫病が蔓延したことがあり、そのとき熊野御師が

来てこの獅子神楽によって鎮撫をしたものだという。獅子頭は三浦別当家が所持するものだが、獅子頭の

上あご裏に漆書きされた銘によると元和 2年（1616 年）の年号がみえる。 
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整理番号 H24-6  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

とりこまい 

鳥子舞 

保存会名 諏訪神社 

所在地 大仙市大曲上大町 

開催場所 諏訪神社 

開催日 2月 15日（市神社例祭） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 巫女神楽・湯立神楽 

映像提供元  

解説文 大曲諏訪神社に祀られる境内社である市神社の祭礼で披露される神楽である。市神社は石質の祠である

ことから前に祭壇を飾りそこで祭式、神楽をおこなう。記録によれば文政 9年（1826 年）1月 15日に市

神祭があったことがみえ、この時舞が披露されたかは不詳であったにしても、祭礼は確かにおこなわれて

きた。現在の祭礼では鳥子舞が演じられた後、神主が御神木をアキの方角に投げると、それを奪おうとす

る若者らが争奪戦を繰り広げる。この御神木を得ると邪神邪霊の災難を除け商人を守護するとされ、家業

繁栄を願う縁起物となる。鳥子舞のほか全ては神主によって執行されているが、鳥子舞といっても、五調

子・榊舞・鳥子舞の 3番からなっている。最後の鳥子舞は文字通り雄鶏（茶色）の鳥兜をつけ、狩衣に襷

（たすき）を掛けて舞うものとなっていて、これが舞を代表するものである。舞は始め採り物はなく、後

半には扇を採り舞うのみである。その後の御神木を投ずる時の神主（斎主）もまた白の雄鶏の鳥兜を被っ

ておこなうものとされるため、この二つの鳥兜は何らかの関係があるものとみられる。 

整理番号 H24-7  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

たかなしじんじゃしょうかぐら 

高梨神社正神楽 

保存会名 高梨神社／高梨神社正神楽保存会 

所在地 大仙市払田字真山 

開催場所 高梨神社 

開催日 8月 19・20日（高梨神社例祭） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 巫女神楽・湯立神楽 

映像提供元  

解説文 高梨神社では毎年例祭で正神楽が奉納される。この神楽は純神道系神楽ともいわれて、保呂羽山波宇志

別神社の霜月神楽の系譜を引くものともいわれている。この神社の祭礼の時におこなわれるようになった

のは昭和の初め頃とされ、当時の川越斉宮司が、近隣の神職、神楽師の間で伝承されてきた神楽を神社祭

礼祭式のなかに組み入れたとされる。神楽のそれぞれの舞の源流は相当古いとされ、中世に存在したとの

伝えもある。正神楽が演じられるのは例祭の当日であるが、前夜宵宮祭には打ち鳴らしという、神前にお

いて唱え言葉と神楽歌の入る太鼓だけによるものがある。打ち鳴らしは祓いの意味があるという。正神楽

は祭式祝詞奏上の前に、岩戸開の舞があり、祝詞奏上の次に、五調子の舞・神入の舞・一の宮舞・翁の舞・

二の宮舞・御酌の舞・宝来廻りの舞・三剣五所の舞と撤饌の舞となっている。採り物には榊、刀、扇、鈴、

旗などがみられる。このうち神子が舞うものは一の宮と二の宮舞であるが、御酌の舞、宝来廻りの舞にも

一部舞われている。神楽の舞では室礼も厳重で、特に御酌の舞、宝来廻りの舞では拝殿中央に蓬莱山を見

立てた榊などを立てて、それを廻って舞う作法がみられる。舞い手は神職と神子によるもので、囃子手は

これら神職が交代で、大太鼓、胴長太鼓、笛、鼓、手平鉦で囃すものである。 
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整理番号 H24-8  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ほりみないささら 

堀見内ささら 

保存会名 堀見内ささら保存会 

所在地 大仙市堀見内 

開催場所 向川寺・堀尾神社 

開催日 8月 7（魂入れ）・13・19日（宵宮祭）／9月 7

日（魂抜き） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 いわゆるささら舞とは一人立ち一頭獅子舞による三匹獅子といわれるもので、一人がひとつの獅子頭を

頭に被るようにしてつけて、腰に小太鼓を結わえて、その太鼓をバチで叩きながら、頭を振ったり、跳躍

しながら舞う獅子舞のひとつである。毎年ささらの初めは魂入れと称して盆月の 7日におこなうことにな

っている。13日から盆供養ということで、向川寺（こうせんじ）で披露して、初盆を迎える家々の庭先で

舞って回った。19日には堀尾神社の宵宮祭に奉納することとなっている。9月 7日が魂抜きといって、こ

の日をもってその年の獅子舞を終えるものである。このささらの起源は江戸時代以前ともいうが、当地の

修験衆徒であった藤元法印が寛文年間（1661～1672 年）に伝えたともいわれ、いずれも定かなものはみら

れない。このささらではナデワタリといって、移動するときに行列をつくり、踊り場まで囃しながら回る

ものがある。かつての行列は、松明・旗持ち・ボンボリ・薙刀・唐団扇・鎌・棒・シコスリ・神様（巻物

捧持）・獅子・太鼓・謡い上げ・笛吹きの順となっていた。ナデワタリで踊り場に着くと先ず福禄寿の作

り物を被った唐団扇役が大声で「オーヘイ」と唱えながら団扇で地面を扇ぐ。次に棒術が披露される。そ

の後に獅子舞演舞があって、かつて 12番あったが、調査時点ではチラシ・カンダチ・シャギリの 3番の

みになった。この獅子舞にはシコスリという、ささらを摺りながら三匹の獅子に絡んで終始滑稽な所作で

跳ね回るものがある。また、ナデワタリの際に神様と称して巻物が捧持されるが、ささらのことが書かれ

ているものとして大事にされてきた。 

整理番号 H24-12  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

くにみささら 

国見ささら 

保存会名 国見ささら保存会 

所在地 大仙市太田町国見 

開催場所 順慶地蔵堂・墓地公園・国見八幡神社・地域内

各所 

開催日 旧暦 7月 7日（順慶地蔵祭）／8月 13・15日／

不定日（獅子納め） 

指 定 県指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 いわゆる三匹獅子は、この地方ではささらと呼んでいる。ささらの語源は獅子の他に演じるもので国見で

はカッキリ、またはザッザカ振りと呼ばれる仮面をつけて踊る者が、ささらを摺り鳴らし、獅子に絡んで舞

うことから獅子舞もまたささらといわれるようになったとされる。国見では巻物（「盆の獅子踊りの由来」

と書かれたもの）が伝わり、古くからささら舞があったものとみられるが、廃れていたものを明治 22年（1889

年）に白岩（旧角館町）の堂ノ口ささらを取り入れて復活したという。古くからあったとされるこの地のさ

さらは東長野ささら系であったというが、堂ノ口ささらは関東からの流れをくむささらだとしている。７月

20日には獅子造りをし、舞い始めとする。旧暦 7月 7日は順慶地蔵祭にささらを摺る。8月 13日は集落内

の墓地で舞い、各家の先祖供養とし踊られる。15日は産土神である八幡神社の祭礼に奉納する。そして秋に

は獅子納めといって、その年のささらの舞い納めをするのが年中行事となっている。演目にある神立ちは神

社や家の庭で舞うことが多く、神々しく勇壮であるが、二頭の雄獅子が一頭の雌獅子を争う狂いという場面

は圧巻である。神楽は主に神前で舞われるもので、神立ちに似るもの。れんぼは墓地や仏前で踊るもので供

養の意味があるとされる。ねまりは供養ささらとも呼ばれるように仏の供養の意味があるといい、三頭の獅

子の眠りの場面がみられるものである。ささらには棒使い、唐団扇振りなどもつけられて、各地移動をする

ときに畷わたりがみられる。 
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整理番号 H24-13  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

よこさわささら 

横沢ささら 

保存会名 横沢ささら保存会 

所在地 大仙市太田町横沢 

開催場所 琴平神社・八幡神社・地域内各所 

開催日 7月 23日（琴平神社祭典（地蔵祭））／8月 13日

（出羽三山の祭典）／9月 14日（八幡神社祭典） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 横沢ささらはいわゆる三匹獅子舞とされるものである。一人立ち一頭獅子舞で、一人がひとつの獅子頭

を頭に被るようにしてつけて、腰に小太鼓を結わえて、その太鼓をバチで叩きながら、頭を振ったり、跳

躍しながら舞う獅子舞のひとつである。地域内各神社、小堂の祭礼におこなわれるもので、横沢では 7月

23日の琴平神社（ことひらじんじゃ）の地蔵祭、8月 13日には出羽三山祭礼、9月 14日の八幡神社祭礼

に奉納演舞されるのが恒例となっている。盆には依頼によって墓で供養のために演舞することもあるとい

う。このささらの起源はささら由来の巻物によると万治元年（1658年）に始められたものといわれている。

ささらではナデワタリといって、移動するときに行列をつくり踊り場まで囃しながら進行し、その行列順

は提灯・旗持ち・幣束・布袋様・シコスリ・獅子・笛吹き・謡い上げとなっていて、ナデワタリで踊り場

に着くと先ず福禄寿の作り物を被った者が大団扇で地面を扇ぐ。次に棒術が披露される。その後に獅子舞

演舞があって、前がわり・かんとう・かんだちの 3番である。前がわりというのは礼ささらともいわれる

もので、かんとう・かんだちは神仏の供養や新地の祭りに演じられるものという。この獅子舞にはシコス

リというささらを摺りながら、三匹の獅子に絡んで終始滑稽な所作で跳ね回るものがある。ナデワタリの

際に神様と称して巻物が捧持されるが、ささらのことが書かれているものとして大事にされてきた。 

整理番号 H24-14  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

さんぼんおうぎさいさい 

三本扇サイサイ 

保存会名 三本扇サイサイ保存会 

所在地 大仙市太田町三本扇 

開催場所 宮内神社・随所 

開催日 8月 20日（宮内神社例祭）／随時 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 サイサイという祭り囃子のひとつで、太鼓・笛などによる囃子をもとにして、これに歌舞をともなうもの

だが、この地方の祭礼で多く演じられている。三本扇サイサイは鎮守の宮内神社（みやうちじんじゃ）の

祭礼に奉納演舞されるもので、古くよりこの地方に伝わっている民謡や踊りに田舎歌舞伎の所作や、長唄、

新内、端歌などを加えて独自に集大成したものといわれる。そのため、サイサイ踊りでは、秋田おばこ・

秋田甚句・生保内節・おいとこ・お山コ三里・ひでこ節・長者の山・二本竹・伝兵エとっと・けんばやし・

寄せばやし・安来節・白頭山ぶしなど多彩である。囃子には大太鼓、小太鼓、三味線、横笛、鼓、鉦があ

る。かつては所作踊りや長踊りに、曽我兄弟、重忠、一の谷など軍記物の演目舞踏があって、サイサイを

いっそう賑やかにしていた。また、祭礼の奉納ばかりではなく収穫前の作休みにおける豊作祈願のために

もこのサイサイが演じられてきたのであった。 
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整理番号 H24-15  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ひがしいまいずみはちまんだいこ 

東今泉八幡太鼓 

保存会名 東今泉八幡太鼓保存会 

所在地 大仙市太田町東今泉 

開催場所 八幡神社 

開催日 8月 14日（東今泉地区八幡神社祭典） 

指 定  

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 東今泉集落には、200年以上前から東今泉神楽というものが伝えられていたというが、その内容につい

て詳細を語るものはない。東今泉八幡太鼓は昭和 55年に神楽の復活をはかったが、次第にこれも変化を

遂げて、今日では全くの創作太鼓芸となっている。神楽がおこなわれた時代は毎年神社祭礼に奉納されて

いたが、現在では隔年におこなわれている。従ってほとんど原形の神楽の曲は留めておらず、当事者によ

ればわずかに寄せばやしが入る曲があるという。現在の演目には、瑞穂の響・奥羽の響・駆ける・あうん・

津軽じょんから秋田荷方節組曲、などがある。 

整理番号 H24-16  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ながのささら 

長野ささら 

保存会名 長野ささら保存会 

所在地 大仙市長野 

開催場所 地域内各所 

開催日 8月 13～16日 

指 定 県指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 ささらは一人立ち一頭獅子によるいわゆる三匹獅子とされるものである。この獅子舞は獅子頭を頭につ

けて、腰に小太鼓を抱えて、それを叩きながら頭を激しく振ったり、跳躍を繰り返して舞うものである。

この地に由来している『獅子王之事』という巻物文書によれば、慶長 7年（1602年）に佐竹氏が国替えに

よって秋田に遷るとき、佐竹北家の行列の士気を鼓舞し、往路の汚れを祓うものとし、先頭に三匹の獅子

を置いて舞わしめたものという。そのときの獅子舞が伝承されたのだという。北家は最初仙北の東野紫島

城に落ち着いたが、水戸（現茨城県）からの舞人は長野に住み着き農を営んでは、盆に悪霊を鎮め、祖霊

を祝するためとして、ささらを舞うようになったという。ささらは毎年 8月 7日を獅子作りといって、獅

子頭や衣装、鳴り物などを整えて、それ以降適宜に舞の練習をおこなう。盆の 13日の晩から 16日の晩ま

では寺院や各家々を廻り庭ざさらを舞う。寺で舞うときには表に大きな篝火（かがりび）が焚かれ、祭壇

をもうけて米一升と水、わらじをお膳に供えておくのが慣わしとされた。かつては 21日の晩に獅子送り

というものをして、獅子の角をはずして、その年のささらはすべて終わることになっていた。獅子の踊り

には、雷立ち・恋慕・ねまり・関東舞などが伝承されてきた。獅子舞連中が移動をするときにはなでわた

りという囃子で廻るが、このときハラオケという打ち掛けを着た妊婦態の役のひとが御幣を持って一軒一

軒の家を祓いながら廻る。獅子頭は黒が雄獅子といい、赤が雌獅子、青が中だちとか雄獅子といわれるも

のである。 
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整理番号 H24-17  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ひがしながのささら 

東長野ささら 

保存会名 東長野ささら保存会 

所在地 大仙市豊川 

開催場所 庚申様・連勝寺跡・別雷神社・観音様・坂の上

八幡宮・野田神社・奠蔵院・地域内各所 

開催日 7月 22日（獅子開き）／8月 7・9・13・14・17

～19日／9月 9日（獅子納め） 

指 定 県指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 ささらは一人立ち一頭獅子によるいわゆる三匹獅子とされるものである。この獅子舞は獅子頭を頭につ

けて、腰に小太鼓を抱えて、それを叩きながら頭を激しく振ったり、跳躍を繰り返して舞うものである。

伝承によれば、慶長 7年（1602年）に佐竹氏が国替えによって秋田に遷るとき、水戸（現茨城県）城下に

住む岩沢佐助なる者が佐竹氏に従って秋田に来たときに伝えたという。そのため、佐々羅（ささら）祖師

として岩沢佐助の碑がこの地に建てられている。ささらは毎年 7月 1日を獅子こしらえといって、獅子頭

や衣装、鳴り物などを整えて、それ以降適宜に舞の練習をおこなう。盆月の 7日から 9日までは庚申様、

旧社寺跡、岩沢佐助碑に舞いを奉納する。13日には集落内まとめて先祖の霊に供養をして、神仏にも奉納

し五穀豊穣を祈るものとなっている。9月 9日は獅子納めといって、この日には別雷神社（わけいかづち

じんじゃ）に舞が奉納されて、踞（ねまり・眠り獅子）で納めると社殿に獅子頭を安置して拝礼をして、

最後に舞子のひとりが黒獅子頭を持って笛太鼓の囃子にあわせて、舞い納める儀式がある。これでその年

のささらはすべて終わることになっている。獅子の踊りには、すり込み・恋慕・関東（小切り、かくり上

げ）・神立・膝つき・より切り・はね切り・ねまり・かたまねぎ・雄獅子・雌獅子・笛舞などが伝承され

てきた。供養ささらには主にねまりが舞われている。古老の話によれば、獅子舞の足運びは武術の足運び

で、獅子頭の鼻上に立つ剣は忍者の手裏剣同様であるとされ、腰につけた脇差は言わずもがな刀剣であり、

戦に備えた舞でもあると解釈されている。また、ザッツアカというささらすりの役はヒョットコ面を被り、

道化てささらを摺りながら獅子をまねて踊り、時々舞をはずして観る者の中に飛び込むが、これもまた周

囲を見守る忍びの役目だともいう。ささらにはオーセイという福禄寿の顔の大きな作り物を被り、開帳袖

衣（僧衣）をつけて、五穀豊穣と書いた唐団扇を持って登場するものがあり、最初に団扇で舞う場所を扇

ぐものである。 

整理番号 H24-96  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

くろつちかぐら 

黒土神楽 

保存会名 黒土神楽保存会／大仙市立清水小学校 

所在地 大仙市清水上黒土 

開催場所 ドンパン広場 

開催日 8月 16日（ドンパン祭り） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 大神楽 

映像提供元  

解説文 二人立ち一頭獅子舞で、太神楽系であるこの神楽は 30年以上前から地元では伝承されずに、黒土小学

校の生徒による伝承となっている。そのため神楽の本質や祭礼による神事芸能としての意味はほとんど失

われてしまった。かつては黒土八幡神社の祭礼で奉納され、その後、家々を獅子舞で門付け祓いをして廻

るものだったという。その始まりは明治中期に鈴木梅五郎（すずきうめごろう）によって黒土神楽座とい

うものを創設して、神楽舞によって地域の悪霊や方角祓いを主とするものであった。秋の穫り入れ後に収

穫感謝としても門付けがなされたものという。獅子を採って舞うものを獅子振りといい、囃子方は神楽打

ちといってきた。かつては獅子舞の他に万歳やサンギサンギという狂言舞などもついていた。現在の演目

は寄せ太鼓・奴舞・獅子舞・獅子と奴舞の 4演舞となっている。奴は赤い頭巾を被ってささらを擦りなが

ら獅子の鼻先を動き回る獅子あやし役のことである。囃子には太鼓、締太鼓、笛、銅拍子（摺鉦）がある。

一部に獅子と奴の問答も残されている。 
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整理番号 H24-19  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

からまつじんじゃじゃとうかぐら 

唐松神社蛇頭神楽 

保存会名 唐松神社蛇頭神楽保存会 

所在地 大仙市協和境字下台 

開催場所 唐松神社・地域内各所 

開催日 5月 3日（唐松神社祭典）／旧暦 9月下旬 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子神楽 

映像提供元  

解説文 蛇頭神楽は二人立ち一頭獅子舞である。獅子頭を蛇頭と呼ぶもので、寄り合い神職による獅子舞をいう。

『韓服宮物部氏記録』によれば、後三年の役の時、八幡太郎義家が唐松宮に祈願して勝利を得たことから、

寛治元年（1087年）から仙北地方（県南三郡）を霞として蛇頭神楽の巡回をさせたといわれる。この神楽

は神社祭礼に奉納されるほか、村々を巡行して、家の普請をしたところや、初孫の誕生、厄年を迎えた家々

などで、神棚の前で演じられる祈祷舞でもある。 

神楽の舞は大きく 3部に分かれていて、最初は寿舞といい獅子頭を安置した前で鈴と扇を手にして舞う。

次にいわゆる獅子舞で、蛇這い、幕返り、あウン、いウン、上り竜、下り竜、細首、餌、歯合せ、睨など

の作法がある。最後に山の神舞とした一人舞で、御幣や一升枡、扇、刀、などを交互に採って舞う練り舞、

三ツ踏、鬼踏、桝舞、扇の舞、鞘の舞、刀と鞘の舞、一本刀の舞、刀と幣帛の舞、幣帛三から拍子、幣帛

打納め舞、撤饌の舞の作法がある。楽人は笛、太鼓、擦り金、それに法螺貝を用いることもある。巡行は

これらに幟を立てて、荷負い人をつけて最低でも六人によっておこなわれてきたものである。なお、獅子

頭は室町末期のものとされる秋田県指定有形文化財のもののほか、延宝 8年（1680年）、享保 11年（1726

年）のものが保存されている。 

整理番号 H24-20  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

あたごじんじゃかぐらまい 

愛宕神社神楽舞 

保存会名 愛宕神社 

所在地 大仙市南外字大畑 

開催場所 愛宕神社 

開催日 4月 23（宵宮）・24日（本祭） 

指 定  

カテゴリー 獅子神楽 

映像提供元  

解説文  愛宕神社神楽舞は神社祭礼において奉納される獅子舞であるが、二人立ち一頭獅子舞を中心としておこ

なわれる獅子舞の前に、湯立てをともなう神楽の演舞数番がつけられる総称とされる。これらはいわゆる

祭礼神楽のひとつであるために、寄合の神職が奏楽、演舞をおこなっている。この日は始めに社殿で神事

祭式の後、神社の長床において一間四方の舞台が設置された上で舞がある。ここでも最初に祭式があり、

続いて五調子の舞・湯加持・巫子舞・剣の舞・山の神舞がある。その最後がいわゆる獅子舞である。湯加

持というのは、この舞台すぐ脇に据えられた湯釜で沸かした湯を湯箒（笹箒）でかき混ぜて、その湯箒で

湯花を散らしながら舞うもので、一種の清めとされる。獅子舞は最初に獅子頭を神前に安置して、その前

で扇や鈴を採って舞い、その後で獅子頭を舞わせるものである。ここでは鳴き獅子といわれる獅子笛を吹

きながら舞われているものがある。かつてはこの長床での獅子舞の後、集落を獅子が巡行して門付けをし

たものだという。囃子には、太鼓、笛、手拍子鉦がある。 
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整理番号 H24-88  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

なんがいかまさかおけさ 

なんがい釜坂おけさ 

保存会名 なんがい釜坂おけさ会 

所在地 大仙市南外 

開催場所 新波商店街・ＪＡ新あきた大正寺相談所駐車場 

開催日 8月第 3日曜日（大正寺おけさまつり） 

指 定  

カテゴリー 盆踊り 

映像提供元  

解説文 釜坂おけさというのはおけさ踊りのひとつで、盆踊りに取り入れられたものという。現在は毎年 8月中

旬におこなわれる大正寺おけさまつりに出演して、この地の踊りを披露することが主である。旧南楢岡地

区（旧南外村）である釜坂に伝承されたのは、元々長崎県あたりで始まったとされるアイヤ節が日本海沿

岸を北上して各地に伝わり、秋田では土崎湊（旧秋田市）から雄物川を遡上し、大正寺新波（旧秋田市）

に伝承され、さらにこの釜坂にまで伝わったのだろうと推定されている。そのため、大正寺おけさと釜坂

おけさは類似している。囃子には太鼓、三味線、尺八、摺鉦、それに掛け声をかけるものがいる。 

整理番号 H24-21  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

はじかみさわばんがく 

椒沢番楽 

保存会名 椒沢番楽保存会 

所在地 大仙市大沢郷宿字椒沢 

開催場所 地域内各所 

開催日 8月 14日 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元  

解説文 椒沢では毎年 8月 14日の盆の一日間だけ演じられている。盆ということから先祖の供養と解釈されて

きた。獅子頭を安置してある神前に獅子舞を奉納した後、各家々を廻り、座敷で獅子舞を演じていく。獅

子舞には一番から三番まであるが、それを順次に一頭、二頭、三頭、と呼んでいる。椒沢ではこの獅子舞

だけではなく、本来は番楽諸曲があって、権現堂に獅子舞を奉納した後、当番宿の舞台で演じていた。か

つては前番楽・鳥舞・爺・三番叟・篠生・二人蘇我・しおり・扇の松・高太刀・剣舞・金巻・蕨折り・爺

翁・おかし・根子切り爺・山ノ神などがあった。この時に演じられるもので、最初の獅子舞から始め、酉

舞・三番叟を終えると次からの番楽諸曲は決まっていない。囃子には太鼓、笛、すりがねがある。 
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整理番号 H24-87  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

はくさんじんじゃししまい 

白山神社獅子舞 

保存会名 白山神社 

所在地 大仙市土川宮林 

開催場所 白山神社 

開催日 4月 17日 

指 定  

カテゴリー 獅子神楽 

映像提供元  

解説文 この獅子舞は獅子神楽といって、神楽の初舞（しょまい）に組み込まれている獅子舞のことである。白

山神社では毎年 4月 17日の祭礼に奉納されるもので、舞も囃子もすべて寄合の神職によっておこなわれ

ている。神殿内で祭式にしたがって順次演舞されるが、湯立て神事を伴うものである。最初に五調子、次

に湯立てをして湯加持の舞、次に榊舞である。さらに巫女舞があり、神入の舞の後に獅子舞があり終わり

となる。獅子舞は獅子を操る者がしゃがんで終始獅子を左右に動かしながら激しくかみ合わせたり、獅子

笛を鳴らして舞うもので、参詣者はその獅子に噛んでもらうために手拭いなどを前に差し出す。舞が終わ

ると獅子頭でお祓いをするものである。社殿での祭式の後、境内に出て神輿の宮回りがあるが、この時先

頭に獅子頭が立ち、社殿を 3回周ったのち鳥居の前に進み、左右左と獅子を噛み合わせると太刀で注連縄

（しめなわ）が切られる。この一連の行事には終始囃子が奏でられている。獅子舞の起源は不明だが、白

山神社は養老元年（717年）の創祀と伝えられる。江戸時代には既にこの神事があったともいう。 

整理番号 H24-22  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

かねざわはちまんぐうかけうたぎょうじ 

金沢八幡宮掛け歌行事 

保存会名 横手市金澤八幡宮伝統掛唄保存会 

所在地 横手市金沢字安本館 

開催場所 金澤八幡宮 

開催日 9月 14日 

指 定 県指定無形民俗文化財 

カテゴリー 風流 

映像提供元  

解説文 金澤八幡宮の例祭の宵宮祭において、夜を徹して掛け合いにて即興で歌謡合戦がおこなわれるものであ

る。この時の歌は仙北荷方節である。神社の長床を舞台として、二人が仙北荷方節に当意即妙の歌詞をつ

け、美声とともに競い合うものである。歌詞には時事・風習・行政など自由なもので、この時は何をいっ

ても罪とはならないとされてきた。始まりは二説あり、慶長 9年（1604年）の神社改築の竣工に歌合わせ

をして祝ったもの、またかつては八幡宮の祭礼が丑の刻におこなわれていたときに金沢周辺の参拝者がお

籠もりする風習があったことから、この時お神酒を交わしながら自然に歌い合いが始まったとするもので

ある。現在は保存会会員の他に一般の参拝者も参加している。 
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整理番号 H24-23  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

かねざわささらまい 

金沢ささら舞 

保存会名 金沢ささら舞保存会 

所在地 横手市金沢中野 

開催場所 金澤八幡宮・地域内各所 

開催日 9月 15日 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 この地域のささらは氏神社の祭礼でおこなわれるものである。祭礼の日に地域の集会所に集まり支度を

して、毎年同じ地域内の 8カ所で演舞し、最後に神社に奉納する。江戸時代の初めに、佐竹氏が常州から

国替えによったときに金沢に伝えられたという。そのため大元は茂木（現栃木県）でおこなわれていた茂

木ささらである。茂木ささらは、源義家が後三年の役に出陣の途中、茂木の河井にさしかかったときに都

から連れてきた愛人をその地に留めて、再び出陣のときにささら舞を演じて別れをしたと伝えられている

ものであった。佐竹氏が常陸にいた頃、小田原の北条氏の侵入に備えたとき配備の兵士がこの茂木ささら

を覚え、大いに士気を高めたとされ、それが伝わったため勇壮な動作が多いのだともいう。ささらという

ように一人立ち一頭獅子で黒獅子、青獅子、赤獅子の三匹で舞う。昭和 43年頃までは獅子舞が 3演目あ

り狂言もあったが、現在では獅子舞の１演目だけしか残されていない。このささらには武士、農民、花笠、

げほなどで行列を組み移動するが、舞にはほとんど関係することはない。ただ、げほという大きな顔の作

り物を被ったものがササラを摺りながらゆっくりと獅子舞の周りを回るだけとなっている。囃子は太鼓、

笛のみである。 

整理番号 H24-25  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

よこてばやし 

横手ばやし 

保存会名 （社）横手市観光協会（横手の送り盆まつり委

員会）／富士見町町内会／横手ばやし三原社中 

三原・杉目支部 

所在地 横手市四日町 

開催場所 各町内～蛇の崎橋 

開催日 8月 15（横手市民盆踊り）・16日 

指 定 県指定無形民俗文化財横手の送り盆行事 

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文  祭り囃子のひとつである横手ばやしは本来は神社祭礼で演じられるものであるが、ここでは民俗祭礼で

ある送り盆行事でおこなわれる。古くからの横手囃子はなく、周辺農村でおこなわれていたサイサイ囃子

がこの地に定着して整えられたものとみられる。送り盆行事に繰り出される屋形舟に、各町内では、それ

ぞれ周辺村落からの囃子をつけてもらうところもある。現行の横手ばやしは、寄せ・そそろこ・甚句・お

ばこ・おいとこ・道中拳ばやしがある。囃子は太鼓を据えた屋根付きの小さな移動屋台を中心として、屋

形舟に付き添いながら笛と鉦も移動して演じられていく。拍子は総じてテンポの速い曲が多いが、そそろ

こ、甚句のように盆踊りでも囃される曲もあり、またおいとこ、おばこなどの民謡曲も入っているもので、

これらは総称してサイサイ囃子とも呼ばれていたものである。 
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整理番号 H24-26  

 

 

 

 

ひらがな 

 

名 称 

あさひおかやまじんじゃうしのこくまいりか

けうたほうのうさい（つゆふみしんじ） 

旭岡山神社丑刻詣掛唄奉納祭（露踏神事） 

保存会名 旭岡山神社 

所在地 横手市大沢字上庭当田 

開催場所 旭岡山神社 

開催日 8月 9・10日 

指 定  

カテゴリー 風流 

映像提供元  

解説文 旭岡山神社の祭礼でおこなわれる掛け歌である。露踏神事は旧暦盆前におこなわれる祭礼であるが、そ

の時刻が真夜中である丑の刻（午前 2時）とされてきた。そのため参詣者は夕刻から神社に籠もり神事に

臨むものである。夕刻から各地から参詣に訪れる人びとは拝殿で神酒を戴くにつれ、祭礼につきものので

ある祝い歌が出されるようになる。神社の祭礼のひとつに梵天奉納祭があるが、この時の祝い唄が荷方節

であり、露踏神事でもこの唄が必ず出されたのであった。夜更けになると酒肴も高じて佳境となれば荷方

節は掛け合いとなって競い歌われるようになった。この祭礼が夜を徹しておこなわれることから掛け歌が

盛んになったと考えられる。掛け歌では歌詞を即興で歌い上げ、先に歌った歌詞に対抗したり、世の風刺

を歌い上げることもある。この歌の上手さや、文句の優劣を競うことに掛け歌の面白さがある。この祭礼

が露踏神事といわれるのは、祭礼の終わりが朝露が降り白々と夜明けの時分であったためという。 

整理番号 H24-85  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

おかもとっこ 

岡本っこ 

保存会名 横手岡本っこ舞踊雅会 

所在地 横手市中央町 

開催場所 随所 

開催日 随時 

指 定  

カテゴリー 見せ物芸・小歌踊 

映像提供元  

解説文 慶長年間（1596～1615年）頃、出雲の阿国が諸国をめぐって念仏踊りを興行したことを始まりとして、

歌舞伎がつくられたとされる。その後江戸歌舞伎ができ、その流れをくむという旅役者であった泉団之丞

（いずみだんのじょう）が安政年間（1854～1859年）に沼館（旧雄物川町）に来た際、土地の娘たちに教

えたのが岡本新内というものであった。地域ではこれを愛称として「岡本っこ」と呼んできた。これは、

元禄時代に創作されたという日本舞踊の古い振りがのこる踊りであったことから各地に伝えられていた

が、団之丞の踊りは中央町（旧横手市）にいた佐藤ハマ（さとうはま）が受け継いで正調の岡本っこだと

いわれてきた。この岡本っこは 8種類があるとされ、旧横手市以外では若柳岡本新内、花柳寿々次の踊り、

鈴木マサ（すずきまさ）流の踊り、若柳流のくずし、花柳流を五條流に直したもの、雄物川町で伝承され

ているもの、十文字町に伝わるものがある。踊り手と三味線で唄がつく構成になっている。 
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整理番号 H24-89  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

よこてしみんぼんおどり 

横手市民盆踊り 

保存会名 （社）横手市観光協会（横手の送り盆まつり委

員会） 

所在地 横手市中央町 

開催場所 横手地域局前おまつり広場 

開催日 8月 15日 

指 定 県指定無形民俗文化財 横手の送り盆行事 

カテゴリー 盆踊り 

映像提供元  

解説文 横手市で市民盆踊りとして盆の 15日に開催している群舞である。15日の送り盆の一環とし昭和の初め

に開始された。演目には、横手盆踊り・横手音頭・ドンパン節があり、横手盆踊りは横手地域独特なもの

といわれる。囃子方は横手囃子といわれる送り盆舟屋台についたものと同じで、この時には盆踊りの囃子

だけを演じるものである。いずれも雄物川流域に分布する盆踊りと類似しているといわれる。 

整理番号 H24-97  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ひゃくおちかしまながし 

百落鹿島流し 

保存会名 百落鹿島流し保存会 

所在地 横手市百万刈字落合 

開催場所 地域内各所 

開催日 7月第 2土曜日 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 鹿嶋流しという民俗祭礼でおこなわれる祭り囃子である。その日に舟屋台を作り、この舟を夕方に巡行

させるものだが、鹿嶋人形という藁や草でつくった小さな人形をこの舟に奉納し、集落を流れる川の上手

から下まで舟屋台を筏に乗せてながすという行事である。囃子はこの舟屋台に巡行して、流しが終わるま

で囃していくものである。囃子の演目はサイサイとおばことなっているが、いずれにも踊りはつけられて

いない。この囃子は、百落ではこの行事以外でおこなわることはないが、近隣に類似するサイサイ囃子と

いうものと変わりはないようで、祭り囃子の一種である。楽器は笛と太鼓のみである。 
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整理番号 H24-30  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

やぎばんがく 

八木番楽 

保存会名 八木番楽保存会 

所在地 横手市増田町八木 

開催場所 八木神社 

開催日 9月 8（宵宮）・9日（本祭） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元  

解説文 八木番楽は神社祭礼でおこなわれる奉納番楽である。江戸時代の初めころ、羽黒修験者たちが布教のた

めに当地巡錫をし、この集落を訪れて若者に伝授したのが始まりと伝えられている。12番まである演目は

最初に獅子舞という奉納舞や祝いの舞、小若の太刀舞いとされる花番楽、神様の恩に感謝するという御上

使、工藤左右衛門祐経仇討ちの場面を演じる曽我兄弟、天の岩戸開き神話を意味する御神楽、京都五条ヶ

橋での討ち合いの場面とされる牛若弁慶、豊作祈願でもある二重鳥、信夫の太郎、八助爺、伊勢音頭など

も入る安珍清姫、鬼退治物語の渡辺などである。この番楽の特徴は他の番楽舞と異なって、番楽面をつけ

ずに化粧をした素面で舞うことである。楽器には太鼓、笛、手平鉦がある。花番楽を基本として最初に伝

承していて、この演目には他の番楽舞の基本となる動作がほとんど入っているといわれている。 

整理番号 H24-90  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ますだぼんおどり 

増田盆おどり 

保存会名 増田盆おどり保存会 

所在地 横手市増田町増田 

開催場所 増田小学校裏の通り・中七日町通り 

開催日 7月 8日／8月 16日 

指 定  

カテゴリー 盆踊り 

映像提供元  

解説文 貞治 2年（1363年）甲斐国（現山梨県）小笠原義冬（おがさわらよしふゆ）が増田城（旧増田町）を築

いたとき、城の堅固と武運長久のために自らの娘と子牛を生け贄として捧げたという。その後、大館の土

肥三郎（どいさぶろう）が小笠原氏と入れ替わりに増田城主となる。この時、築城の時の悲運を哀れんだ

土肥氏は盆の 15日に自ら施主となり念仏踊りを住民たちに姫塚のまわりで踊らせたのが、増田の盆踊り

の始まりという。調査時点では姫の五七日供養の近い日にあわせて 7月 8日前後に奉納盆踊りがおこなわ

れていた。このほか 8月 16日には盆踊り大会と称しておこなうものである。盆踊りの演目は 1番から 5

番まであるが、それぞれに名前はつけられていない。悲運の物語に沿った振り付けがされているといわれ、

動作にも影響しているという。この盆踊りには、秋田音頭というものは本来的になかったものだが、元禄

時代（1688～1704年）に次第に供養踊りだけではなく民謡も取り入れられるようになり、賑やかさを増し

て今日に引き継がれている。盆踊りの囃子は隣村に伝わるサイサイ囃子保存会が担っていて、寄せ囃子な

どもこのときに奏でられている。大太鼓、小太鼓、笛、鉦に唄が入るものとなっている。 
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整理番号 H24-98  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ますだのふくしまさいさい 

増田の福嶋サイサイ 

保存会名 福嶋サイサイ囃子保存会 

所在地 横手市増田町増田字福嶋 

開催場所 月山神社・地域内各所 

開催日 9月 14（宵宮）・15日（月山神社例祭） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 口碑によると、文化 8年（1811年）8月に秋田藩主佐竹義和の領内巡覧に際して、お慰めに芸事を披露

することとなり、旧増田町中の七日町の親方衆に出入りしていた若者たちにサイサイ囃子を習得させて披

露したのが始まりといわれる。囃子は当時、福嶋集落の若者たちがおこなっていたとされ、巡覧以降は親

方衆の意向にもよって伊勢堂神社や月山神社（がっさんじんじゃ）などの祭礼にこの囃子を奉納すること

となって、神輿の巡幸に供奉したり、町内各所を門付けしながら廻るようになった。かつては八人ものひ

とで担ぎ囃子屋台としたが、今は車付きの移動小屋台に太鼓を据えて、薄（すすき）や竹などを飾り付け

て、打ち手は屋台にしたがって歩きながら叩くものである。屋台に付き添う鳴り物には、横笛、手平鉦、

三味線、鼓、それに謡が入るものである。演目には、寄せばやし・サイサイ囃子・剣囃子・祇園囃子・お

ばこ節・ドンパン節がある。総じて賑やかでテンポも速いものが多く、サイサイの語源や意味は不明だが、

かけ声としている「キッタカ、コリャ、コリャ、キタサカ、サイサイ」の、サイサイが際立って聞こえる

ことから名付けられたともいわれる。 

整理番号 H24-107  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

となみじんじゃのげいのう 

戸波神社の芸能 

保存会名 戸波郷土芸能保存会 

所在地 横手市増田町戸波 

開催場所 戸波神社・増田町公民館戸波分館前 

開催日 5月 5日（戸波神社例大祭）／8月 14日 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 風流 

映像提供元  

解説文 この集落では戸波神社の祭礼に奉納されるぎおんばやし、旧暦 4月 8日に披露されるきつねばやしと、

盆踊りとした草音頭がみられる。ぎおんばやしは元禄年間（1688～1704年）に加賀国（現石川県）の浪人

であった千島監物（ちしまけんもつ）によって伝えられたという京風の囃子といわれるもので、赤の振り

袖に黒帯の踊り子が大きく腕を回すなど所作がゆったりしているものが多い。ぎおんばやしの囃子は大中

小の太鼓と笛である。きつねばやしは旧暦の 4月 8日の薬師神社の宵宮祭礼に奉納されたものいわれ、現

在では集落の公園内で篝火（かがりび）を焚いてその周りを踊るものである。この時には同時に草音頭も

披露されている。ハギコ（布継ぎ合わせ）の着物に黒帯をつけ鳥追笠を被って、採り物は手拭いで踊る。

この囃子には踊り山という簡単な屋台をつくっておこなっていたが、現在は常設の屋台に変わった。楽器

は締太鼓、笛、チャッパ（鉦）がある。草音頭は盆の 14日に同じ公園内の会場でおこなわれる盆踊りで

ある。草音頭というように素朴な踊りで、浴衣衣装で被り物はめいめいのものとされている。この囃子に

も締太鼓と笛にチャッパがみられる。 
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整理番号 H24-33  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

にいだばんがく 

仁井田番楽 

保存会名 仁井田番楽保存会 

所在地 横手市十文字町仁井田 

開催場所 新山神社・仁井田総合コミュニティーセンタ

ー・地域内各所 

開催日 9月 7（宵宮）・8日（本祭） 

指 定 県指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元  

解説文 鎮守社である新山神社の祭礼でおこなわれる番楽で、今は稲作の収穫前に祭礼日が移っているが、昭和

40年頃までは春の祭であった。そのため、祭礼が春であったときは五穀豊穣を願うとしたが、今では収穫

に感謝する祭礼に奉納されるという。番楽の起源は古く、仁和年間（887年～）に都から来た流人八萩大

炊之助義基が当地に居住して、湯殿山に祭られる本尊と同躰とされた守本尊を祀り、湯殿山新山大権現と

したとされる。この時、御神楽として番楽を奉納したのが始まりといわれている。番楽奉納は、古代神楽

といって 5番を先ず神殿で舞い、次に舞台で番楽諸曲を演じる。番楽舞を舞うことを踏むといって、舞手

もまた番楽踏みと称されている。そのため舞いの所作には大地を踏みつけるような動作があり、また、く

るま扇という扇の回転を素早くおこなうところにも特色がある。花番楽を基本として、花番楽の扇舞がで

きれば舞台に立てることから、基本的な舞い動作を伴うとされている。演目は、神前奉納の舞楽として、

打ち鳴らし・みしま・獅子舞・小若の太刀舞・御神楽がある。舞台でおこなわれるものでは、五調子・花

番楽・みかぐら・信夫太郎・曾我兄弟・二重鳥舞・弁慶牛若・織姫舞・安珍清姫・渡辺などがある。この

ほか獅子舞は新築の清めに舞うこともあり、火伏せの祈祷ともされている。楽器には太鼓、笛、鉦が用い

られている。 

整理番号 H24-34  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

いまいずみぎおんばやし 

今泉祇園囃子 

保存会名 今泉祇園囃子会 

所在地 横手市十文字町睦合字川前 

開催場所 祇園社・永泉寺・地域内各所 

開催日 8月 14（宵宮）・15日（本祭） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 文政 11年（1828年）に京都から御神輿を購入した際、これを運んだ村人がその途次におい

て習い覚えた囃子と踊りを祭礼に奉納したのが始まりと伝えられているのが、この祇園囃子で

ある。そのため祇園園社の祭礼とされる 8月 15日に神輿に供奉しながら披露し、またこの神社

にも奉納がある。祇園囃子というが、これには獅子舞（獅子の口割り）の他に飴売り節といわ

れる、じょんさ節・拳節・伊勢音頭・塩釜甚句の 4曲がある。飴売り節には囃子とともに踊り

がつけられるものである。集落内では 4カ所のお休み所で獅子舞がおこなわれるほか、御神輿

の止まるところでも獅子舞がある。獅子舞は獅子舞保存会（獅子の口割り）という保存団体が

あり、囃子と踊りは祇園節保存会で担ってきた。囃子には締太鼓、鼓、横笛、チャッパがつけ

られている。この囃子は祇園社の信仰に伴うものとして祇園囃子と名付けられたとされる。 
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整理番号 H24-35  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

にいせきこどもかぐら 

新関子ども神楽 

保存会名 新関子供神楽みこし保存会 

所在地 横手市十文字町佐賀会字新関 

開催場所 八幡神社 

開催日 4月 24（宵宮祭）・25日（本祭） 

指 定  

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 地域の鎮守八幡神社祭礼に奉納される神楽である。この神楽は子ども（小学生）だけでおこなわれるも

ので、神事の祭式につけて演じられるものとなっている。楽器は大太鼓・小太鼓・鼓・拍子木で構成され、

中拍子、本拍子、早拍子の 3番のみである。神楽というものの唄や舞はなく、総じて単調な拍子で囃すも

のである。神楽の起源や伝播などについては全く不明であるが、昭和の初めにはあったといわれ、近隣の

古内集落（旧十文字町）にこの神楽を伝えたという。しかし、その後新関では途絶えてしまったことから、

今度は逆に古内から平成の初め頃に神楽を習い再興したとされる。神楽の服装は烏帽子に千早、袴を着け

たもので、近年新調されている。 

整理番号 H24-36  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ふるうちかぐら 

古内神楽 

保存会名 新山神社氏子 

所在地 横手市十文字町佐賀会字石川原 

開催場所 新山神社 

開催日 9月 7（宵宮）・8日（本祭） 

指 定  

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 地域の鎮守新山神社祭礼に奉納される神楽である。この神楽は小学生だけでおこなわれるもので、神事

の祭式につけて演じられるものとなっている。楽器は大太鼓・小太鼓・鼓・拍子木で構成され、神楽の一

番と二番のみである。神楽というものの唄や舞はなく、総じて単調な拍子で囃すものである。神楽の起源

や伝播などについては全く不明であるが、新関子ども神楽から習い覚えて伝えてきたものといわれる。平

成の初め頃に新関子ども神楽が絶えたためにこの地のものを再び伝えたという。神楽の服装は烏帽子に千

早、袴を着たもので、近年新調されている。 
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整理番号 H24-102  

 

 

 

 

ひらがな 

 

名 称 

きじた・きたざわちくかしまじんじゃさいてん

（かしまおくり） 

木下・北沢地区鹿嶋神社祭典（鹿嶋送り） 

保存会名 木下・北沢町内会 

所在地 横手市十文字町木下 

開催場所 鹿嶋神社・地域内各所 

開催日 海の日の前日 

指 定  

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 集落内に祀られてきた鹿嶋神社の祭礼としておこなわれる、鹿島人形立ての行事にともなう祭り囃子で

ある。藁やガヅギ（真菰）によってつくられた等身大の鹿嶋明神といわれる人形を荷車に乗せて、村内を

巡行して、最後に神社に人形を納めるという祭礼である。主として村内安全を祈るものという。囃子は、

荷車の後部につけられた太鼓を台車の移動とともに叩きながら進み、それに笛がつけられて、巡行にとも

ない囃すものである。演目に名称はなく、終始同じ囃子を繰り返していく。この鹿嶋人形立ての行事は明

治 7年（1874年）の記録が残ることから、祭りそのものはこれより以前からあったものと推定されている。 

整理番号 H24-37  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ほろわさんのしもつきかぐら 

保呂羽山の霜月神楽 

保存会名 霜月神楽保存会 

所在地 横手市大森町八沢木字木ノ根坂 

開催場所 保呂羽山波宇志別神社里宮 

開催日 11月 7・8 日 

指 定 国指定重要無形民俗文化財 

カテゴリー 巫女神楽・湯立神楽 

映像提供元  

解説文 この神楽は、縁起式内社出羽国九座のうちの保呂羽山波宇志別神社でおこなわれる神事のひとつで、一

夜限りに演じられる神楽舞である。毎年 11月 7日の夜から 8日の朝まで夜を徹して演じられ、奉納され

る神楽であることから、霜月神楽といわれる。保呂羽山山頂に祀られる波宇志別神社の遥拝殿ともなって

いる神主大友家の神殿で、神前に湯釜を据えて、湯立て神事とともに神楽を奏するものである。斎主は大

友宮司家であるが、舞には神楽長以下舞人はすべて近在の神職、神子によっておこなわれている。神事に

関わるすべてのひとは月の初めから身を清めて当日まで祭場を鋪設していくが、湯釜 2つの周りの御幣や

杭と、注連縄（しめなわ）には数々の切り紙がつけられるのも特徴である。注連縄の張られた中でおこな

われる舞であるが、ひとつの舞に対して必ず湯加持という湯箒で湯花を散らして舞うものがある。次第と

舞は次の通りである。はじめに修祓式がなされ、次に花入ノ式から舞が始まる。次に打鳴、大祓・けんざ

ん湯清浄と続き、湯清浄は湯立てによる清めを意味している舞である。続いて、五調子・湯加持・天道舞・

湯加持・伊勢舞・保呂羽山舞・湯加持・御嶽山舞・湯加持・高岳山舞となり、夜半を過ぎるころになると

山之神舞がある。次に神入舞・湯加持・辺津神舞・湯加持・壱之釜湯立式・湯加持・弐之釜湯立式・湯加

持・参之釜湯立式・剣舞。この湯立式になると明け方も間近で、熱湯に笹の葉を束ねた湯箒を浸し、参拝

者に湯花を振り掛けることで最高潮を迎える。その後、斎主による祝詞奏上、奉幣式に続き、奉幣式舞と

なり、御供頂戴が終わると神送である。最後に祝いの式では恵比寿、打身で一連の神事、舞が終わる。そ

のほか、式内社三座（三山）の舞が終わると山之神舞の間に米搗き舞というものもみられ、多彩な神楽や

民謡が演じられている。霜月神楽は、湯立式を伴う伊勢流神楽、純神道神楽ともいわれてきたが、神子舞

の託宣式の神歌や山之神舞、恵比寿などには修験信仰的要素もみられる。 
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整理番号 H24-38  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

やさわぎししまい 

八沢木獅子舞 

保存会名 八沢木獅子舞保存会 

所在地 横手市大森町八沢木 

開催場所 前田公民館前・地域内各所 

開催日 8月 14日／随時 

指 定 県指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元  

解説文 八沢木獅子舞は本木神楽ともいった。本木（旧大森町）の菊地家と関わりがあるとされ、同家には参宮

日記が遺され、伊勢信仰と深い関わりを持っているといわれている。獅子神楽は二人立ち一頭獅子である

が、その起源は江戸時代中期といわれるが定かではない。この地のひとが伊勢参りの際に獅子舞を習得し

て持ち帰ったものとか、保呂羽山（波宇志別神社）の祭礼の奉納演舞としておこなわれたものとかいわれ

る。かつては正月と盆月に、この獅子舞とおかめ踊、幸とり舞、万歳がつけられていたが、調査時点では

獅子舞だけとなり、また盆のみに演じられる。演目は、ご幣舞・剣の舞・狂い獅子の 3部で構成される。

獅子神楽の舞方は獅子振りといわれ、獅子の前は獅子頭（がしら）、後ろに付く者は獅子後（あと）とい

う。それにシコスリ（相獅子）というひょっとこ面をつけ、竹のササラをもって獅子をからかうように鼻

先を動き回る踊り手がいる。囃子には太鼓、鼓、笛、鉦がつけられる。ご幣の舞では「天の岩戸を押し開

いて、伊勢神神楽」と拍子方の謡いにあわせて御幣を打ち振り、三方を祓うといわれる。剣の舞は、獅子

が剣を持って勇ましく舞うもので、この段にも囃子手の謡いがいれられる。狂い獅子は、獅子は天地を這

い回り、シコスリの後について激しく動き回る所作がみられるものである。主として、五穀豊穣、悪疫退

散、村中安全を祈るためとしてきた。 

整理番号 H24-40  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

よつやかしまおくり 

四津屋鹿嶋送り 

保存会名 四津屋集落／四津屋さいさいばやし保存会 

所在地 横手市大雄東四津屋 

開催場所 神明神社・地域内各所 

開催日 7月 20日 

指 定  

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 四津屋が含まれる旧阿気地域（旧大雄村）の集落では全て同じ日に鹿嶋送りの行事がおこなわれていた。

四津屋の鹿嶋送りは調査時点では、7月 20日に近い土曜日がこの行事の祭日となる。鹿嶋送りは三番草取

りの中干し期間である農閑期におこなわれるもので、主として稲に害する虫や病気がつかないように送り

出してやる豊作祈願でもあるという。鹿嶋送り行事である舟屋台に供奉してつけられる囃子がサイサイ囃

子で、寄せ太鼓・おばこ・けんばやし・ドドンナ・甚句・けんくずしの演目がある。楽器は太鼓を台に据

えて、それに屋根をつけたものを移動させながら演じるもので、そのほかに笛と鉦がつけられる。サイサ

イ囃子は祭り囃子の一種とするものの、名称の由来は不明であるが多彩な曲で構成されるものである。そ

のために横手送り盆行事にも演じることがあって、ドドンナは横手囃子ともいわれている。この集落のサ

イサイ囃子は浅舞（旧平鹿町）、鍋倉（旧平鹿町）などの囃子と比べるとゆったりとした速さが特徴とい

われる。 
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整理番号 H24-41  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

やがしわかしまおくりのまつりばやし 

八柏鹿嶋送りの祭ばやし 

保存会名 八柏祭会 

所在地 横手市大雄字八柏 

開催場所 八幡神社・地域内各所 

開催日 7月 24日 

指 定  

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 鹿嶋信仰に由来するといわれる鹿嶋送りの行事にともないおこなわれる民俗芸能のひとつである。民俗

行事である鹿嶋送りは、田植え後における草取りの頃に、組み立てられた舟屋台（鹿嶋舟）が集落内を巡

行すると各家々ではそれぞれに小さな鹿嶋人形を舟に奉納する。鹿嶋舟は囃子とともに集落内を廻ると、

本来は最後に川に流されることになっていたが、調査時点では舟の骨組みを残して、後の飾り部分を川端

で焼くことになっている。鹿嶋舟は八幡神社から出て、大戸川まで持ち出されるが、これに供奉して太鼓

を台に据えた小さな屋根付きのものを移動させていく。囃子には寄せ囃子・横手囃子・秋田おばこ・秋田

甚句・拳囃子くずし・道中拳囃子がある。楽器は太鼓の他に篠笛、すり鉦がある。これらの囃子は一般に

サイサイ囃子と呼ばれて、この地方一帯でも伝承されてきた祭り囃子のひとつである。 

整理番号 H24-42  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

たむらばやし 

田村ばやし 

保存会名 田村ばやし保存会 

所在地 横手市大雄字田村 

開催場所 田村地区コミュニティーセンター・地域内各所 

開催日 8月 22日 

指 定  

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 田村ばやしは田村という地域に伝承されてきた祭り囃子の一種である。昭和 32年に始まったとされる

田村ばやしは、近在に伝わるサイサイ囃子のなかにもみられる盆踊りの囃子などを取り入れて、新たに構

成したものといわれているが、内容は近在のものとほとんど変わりがない。この囃子は主に鹿嶋送りとい

う民俗祭礼にともなう囃子で、演目には、とんとろっこ・甚句・おばこ・どどんながある。かつてはおい

とこなど民謡調の曲も数々あったが、これらには踊りはつけられていない。鹿嶋送りの舟屋台の巡行に際

して太鼓、笛、鉦で囃して廻り、所々の民家の前にて総じておこなうこともある。なお同じような囃子が

この近郷である阿気（旧大雄村）、田根森（旧大雄村）にもある。 
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整理番号 H24-43  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ふかまうちかぐら 

深間内神楽 

保存会名 深間内神楽保存会 

所在地 横手市平鹿町上吉田字深間内 

開催場所 伊多子神社・地域内各所 

開催日 8月 23日（伊多子神社祭典） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 大神楽 

映像提供元  

解説文 8月 23日の夜である庚申祭礼として氏神伊多子神社（いたこじんじゃ）の境内で繰り広げられる伊勢流

太神楽である。この神楽の起源は、関ヶ原の合戦に敗れた豊臣方の落人が流浪の旅を重ねて当地に来たと

きに伝授されたといわれてきた。夫婦連れであった落人は、その時おこなわれていた庚申念仏講で大変な

もてなしを受け、勧められるままにこの地に住まい、恩義を村人に返すにあたって生国の肥後の神楽を伝

授したというものである。この神楽は夕刻に宿で支度をした後、獅子頭が安置された神楽屋台につけられ

る太鼓と囃子手、舞手などが集落を巡行して、最後に神社境内にいたる。巡行の際は所々において早鳥舞

を演舞しながら、神社前では獅子舞・おかめ舞・賴光舞が演じられる。このうち獅子舞には、場はらい、

天の岩戸、矢車の舞、剣の舞、狂い獅子があり、ひこすりという獅子あやしが竹ササラを摺りながら獅子

に絡んで舞う場面がみられる。おかめ舞は内記とおかめの狂言劇風に仕立てた台詞で多く構成されてい

る。早鳥舞は子どもによる舞で、鳥追いを現した豊作祈願が込められている舞でもある。賴光舞は、間の

狂言とされる賴光と酒呑童子の争い場面を劇化したとされるが、番楽舞の要素もみられるものである。囃

子には太鼓、笛、鉦がある。 

整理番号 H24-44  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

なべくらばやし 

鍋倉囃子 

保存会名 鍋倉囃子保存会／城戸・都町内会 

所在地 横手市平鹿町下鍋倉 

開催場所 鹿嶋神社・地域内各所 

開催日 7月第 3日曜日（鹿嶋送り祭日） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 かつて 7月 19日におこなわれてきた鹿嶋送りの際に付けられる祭り囃子の一種が鍋倉囃子といわれる

ものである。祭り囃子のひとつといわれることから、浅舞八幡神社の祭礼による山車にも付けて囃すこと

があるとされる。鹿嶋送りの行事は舟屋台に、大きなわらの鹿嶋人形を乗せて集落内を巡行するものだが、

この際に舟屋台の艫部に太鼓が据えられ、舟の移動とともに太鼓を打ちながら進む。囃子の構成はこの太

鼓と、笛、手平鉦、擦り鉦であるが、太鼓以外は皆歩きながら演奏するものである。鹿嶋神社から出て、

下鍋倉地域をすべて廻り再び神社にもどる道中に囃されている。この民俗行事は五穀豊穣、村内の無病息

災を祈るとされるもので、各家々では小さな鹿嶋人形を鹿嶋舟に奉納する。終了すると鹿嶋人形や飾りは

近くの川端で焼く。行事の最初に囃す曲は寄せ囃子というもので、寄せ囃子はいずれの祭礼でも必ず最初

に演じられるという。演目には、二本竹・拳囃子・サイサイばやし・きつねけん・そそり・秋田甚句・お

いとこ・おばこ・ぎおん・道中囃子という多彩な曲目が演じられる。このうち、そそりは盆踊りにも使わ

れる曲だが、そそりには地口（文句）という風刺の効いた唄がつく。 
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整理番号 H24-91  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

たなかおどり 

田中おどり 

保存会名 田中おどり保存会 

所在地 横手市平鹿町浅舞字浅舞 

開催場所 横手市平鹿地域局前の通り 

開催日 8月 18日 

指 定  

カテゴリー 盆踊り 

映像提供元  

解説文 浅舞（旧平鹿町）の田中に伝わる盆踊りである。この踊りは村の上村家によって伝えられたものとされ、

今でも上村家が古いのだという。伝承によれば上村家の先祖は元々鍋倉（旧平鹿町）に住んでいて、鍋倉

の永蔵寺（ようぞうじ）が、上村家とは親戚となったことにより、寺に嫁いだ上村家の者が周辺の若者に

踊りを教えたという。田中おどりは、股引き、半纏姿での男踊りとされ、大変激しい踊りだといわれてき

た。所作では決して手のひらを見せてはいけないということもあり、勇壮闊達な踊りは女性ではもたない

ともいう。演目は 3番ある。調査時点では囃子は行っておらず、録音の再生にあわせて踊っていた。 

整理番号 H24-24  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

おかもとしんない 

岡本新内 

保存会名 雄物川町岡本新内保存会／雄物川町岡本新内

伝承会 

所在地 横手市雄物川町今宿 

開催場所 随所 

開催日 随時 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 見せ物芸・小歌踊 

映像提供元  

解説文 慶長年間（1596～1615年）頃、出雲の阿国が諸国をめぐって念仏踊りを興行したことを始まりとして、

歌舞伎がつくられたとされる。その後江戸歌舞伎ができ、その流れをくむという旅役者であった泉団之丞

（いずみだんのじょう）が安政年間（1854～1859年）に沼館（旧雄物川町）に来たときに土地の娘たちに

教えたのが岡本新内というものであった。地域ではこれを愛称として「岡本っこ」と呼んできた。これは、

元禄時代（1688～1704 年）に創作されたという日本舞踊の古い振りののこる踊りであったことから、各地

に伝えられていたが、団之丞の踊りは中央町（旧横手市）の佐藤ハマ（さとうはま）が受け継いで正調の

岡本っこだといわれてきた。この岡本っこは 8種類があるとされ、旧横手市以外では若柳岡本新内、花柳

寿々次の踊り、鈴木マサ（すずきまさ）流の踊り、若柳流のくずし、花柳流を五條流に直したもの、旧雄

物川町で伝承されているもの、旧十文字町に伝わるものがある。踊り手と三味線で唄がつく構成になって

いる。 
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整理番号 H24-45  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

にいやまかぐら 

二井山神楽 

保存会名 二井山神楽保存会／秋田県教育委員会 

所在地 横手市雄物川町二井山字二井山 

開催場所 湯殿山神社 

開催日 8月 13日（平成 24年度調査時点では休止中） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 大神楽 

映像提供元 横手市教育委員会 

解説文 二井山の湯殿山神社には寛永年間（1624～1643年）に伝わったとされる山伏神楽が存在したといわれる

が、二井山神楽はそれと同じものかは分からないが、二人立ち一頭獅子舞による伊勢流太神楽となってい

る。この神楽獅子は神社祭礼の際、または盆期間に門付けをして廻ったという。この獅子舞は亡き神職の

霊を慰めるとともに、行人たちの霊や村の先祖の霊を慰めるために舞うものとされ、盆期間には特に夜半

の寺に奉納もあった。演目は獅子舞・槍踊・おかめ踊・萬歳・幸とり舞と多彩であった。獅子舞は 5段に

分かれていて、幕舞、幣束舞、剣舞、鈴舞、いきり舞がみられた。いきり舞は獅子の狂いに相当し、ヤコ

スリというササラを擦って獅子の鼻先を廻るもので、動作は激しい。槍踊は動作の激しい、跳躍も加えら

れた踊りである。おかめ踊はお亀に扮して踊るもの。萬歳は神力萬歳、お身内萬歳、尽力萬歳があった。

幸とり舞というのはトリ（最後）を取るとされる舞である。囃子には太鼓、鼓、笛があった。 

整理番号 H24-46  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ぬまだてはちまんのししまい 

沼館八幡の獅子舞 

保存会名 沼館八幡神社獅子舞保存会 

所在地 横手市雄物川町沼館 

開催場所 沼館八幡神社・地域内各所 

開催日 9月第 2日曜日（八幡神社祭典） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元  

解説文 納豆八幡とも称された沼館八幡神社の祭礼で演じられる獅子舞である。延久 2年（1070年）に京都石清

水八幡宮より源義家が兜に納めてきた守り本尊とされた観音を、この神社に納めて祭った。その際、獅子

頭を先頭に神主八乙女らの下向道中、諸国村々において国家安穏、悪魔退散を祈り、矢神八幡宮まで来た

時の姿を獅子に舞わしたものだという。そのために勇壮な場面があるとされる。演舞には口割りという 1

番のみが伝承される。口割りは、刀を持った舞手が、獅子とからみ最後に刀で獅子の口を割るというもの

である。獅子との戦いを表わしているとされる。囃子には太鼓、笛、手平鉦がつけられる。 
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整理番号 H24-92  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

おおさわぼんおどり 

大沢盆踊り 

保存会名 大沢盆踊り保存会 

所在地 横手市雄物川町大沢字大沢 

開催場所 大沢農村公園 

開催日 8月 17日（平成 24年度調査時は 8月 15日開催） 

指 定  

カテゴリー 盆踊り 

映像提供元  

解説文 天和年間（1681～1683年）の初めころ 12ヶ村をもって大沢村がまとめられたとされ、村ができたころ

とほぼ同じ時代に盆踊りがなされたと伝えられている。松雲寺（しょううんじ）を現在地に移すと、送り

盆の日（16日）に墓に設置したお棚を境内で燃やして、その火の回りを周りながら盆踊りをおこなったと

いう。この後村の下、中、上と場所を変えて、三晩から四晩も踊るものであったとされる。また、ここの

盆踊りが秋田音頭と類似する踊りであることから、江戸時代前期ころに佐竹城下（旧秋田市）で生まれた

とする秋田音頭（御国音頭）が雄物川流域を遡上して伝わることにより、踊り方や地口にも工夫を加えて

独自なものとして踊られたものという説もある。演目には大沢盆踊りと甚句がある。囃子は太鼓と笛のみ

となっているが、地口の文句は相当数ある。 

整理番号 H24-103  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ふかいのかしまおくり 

深井の鹿嶋送り 

保存会名 深井部落 

所在地 横手市雄物川町深井 

開催場所 鹿嶋八幡神社・地域内各所 

開催日 7月第 3日曜日 

指 定  

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 江戸時代から伝わるとされる鹿嶋送りの行事にともなう民俗芸能で、主としてサイサイといわれる囃子

と踊りがつけられるもの。民俗行事である鹿嶋送りは、田植え後における草取りの頃に、踊り舞台にもな

る飾り付けられた鹿嶋船を、その日の夕方に巡行させて集落を廻る。船が巡行してくると各家々ではそれ

ぞれに小さな鹿嶋人形を船に奉納する。鹿嶋船にはまた大鹿嶋という人形も付き添いながら川までくねる

と、奉納された鹿嶋人形は小舟に乗せ替えて川に流してやる。この一連の行事にあたって囃子と踊りをつ

けて廻るのが深井の鹿嶋送りといわれるものである。演舞には秋田音頭・サイサイ・拳囃子がある。囃子

は締太鼓、横笛、手平鉦で、調子は総じて早いものとなっている。サイサイはこの地方一帯に伝承されて

きた祭り囃子に踊りが付いたもので、手拭いを採って踊る手踊りが特色である。サイサイの語源や意味は

不明だが、かけ声としている「キッタカ、コリャ、コリャ、キタサカ、サイサイ」の、サイサイが際立っ

て聞こえることから名付けられたともいわれる。 
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整理番号 H24-104  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

なんかたかしまおくり 

南形鹿嶋送り 

保存会名 南形町内会 

所在地 横手市雄物川町南形 

開催場所 稲荷神社・地域内各所 

開催日 7月 16日前後の休祝日 

指 定  

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文  年番という氏子組織でおこなわれる民俗祭礼である鹿嶋送りにつけられる祭り囃子である。深井（旧雄

物川町）と合同でおこなわれているものだが、大鹿嶋はなく、神社の側を流れる川端に藁で造った舟をあ

らかじめおいて、それに巡行中に奉納された鹿嶋人形を移して、最後に人形を川に流すという行事である。

この鹿嶋流しの行事にともない踊り屋台と囃子がつけられるものである。演舞には秋田音頭、さいさい、

剣ばやしがある。囃子は締太鼓・横笛・手平鉦で、調子は総じて早いものとなっている。さいさいはこの

地方一帯に伝承されてきた祭り囃子に踊りが付いたもので、手拭いを採って踊る手踊りが特色である。さ

いさいの語源や意味は不明だが、かけ声としている「キッタカ、コリャ、コリャ、キタサカ、サイサイ」

の、サイサイが際立って聞こえることから名付けられたともいわれる。 

整理番号 H24-105  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

うすいのかしまおくり 

薄井の鹿嶋送り 

保存会名 郷和会 

所在地 横手市雄物川町薄井 

開催場所 八坂神社・地域内各所 

開催日 7月上旬土曜日 

指 定  

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 田植え後におこなわれる鹿嶋送りという民俗祭礼にともなう祭り囃子である。集落の鎮守である八坂神

社を中心として、鹿嶋舟という舟屋台で集落内を曳き回し、各家々でつくった小さな鹿嶋人形を奉納する

ものである。舟の舳先にはがずぎ（真菰）でつくった 2尺（60.6cm）ぐらいの鹿嶋人形をつける。囃子は

簡単な屋台に太鼓をつけただけのもので、打ち手はこれにしたがって歩きながら叩く。囃子方には笛と鉦

もつくが、いずれも歩いて移動しながら囃して、舟屋台の後部に付き添いながら巡行する。演目は寄せ太

鼓と音頭のみである。 
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整理番号 H24-93  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

さんないあいののぼんおどり 

山内相野々盆踊り 

保存会名 相野々自治会 

所在地 横手市山内平野沢字南相野々 

開催場所 山内体育館前 

開催日 8月 14日 

指 定  

カテゴリー 盆踊り 

映像提供元  

解説文 相野々に隣接するのが大沢村（旧横手市）であったことから、大沢盆踊りが影響しているとみられる。

実際は昭和 27年（1952 年）の祝賀行事から始められたといわれ、盆踊りと甚句の 2種がある。囃子は太

鼓と笛である。 

整理番号 H24-48  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

おやまばやし 

おやま囃子 

保存会名 角館のお祭り保存会／横町若者／角館山本組 

所在地 仙北市角館町 

開催場所 神明社・薬師堂・佐竹北家・地域内各所 

開催日 9月 7（神明社祭日）・8（神明社・薬師堂祭日）・

9日（薬師堂祭日） 

指 定 国指定重要無形民俗文化財角館祭りのやま行

事 

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 秋風も吹き始め、収穫を迎える間近 9月 7日から 9日にかけて角館祭りといわれる、神明社の祭礼で演

じられるのがおやま（飾山）囃子といわれるものである。祭礼は角館総鎮守とされる神明社と西勝楽町（旧

角館町）の成就院薬師堂の祭礼が合わさったもので、各丁内から出されるヤマといわれる山車に大型の人

形を飾り、その山車に囃子手と踊り子が乗り曳き回される。曳山の運行する際に奏される囃子を総称して

おやま囃子と呼んでいる。はじめ丁内から神明社に奉納する際に、山を動かす時に囃すのが寄せ囃子で、

神社に向かいながら囃されるのが上り山囃子というが、二上がり調子の減り張りのある六法、豪快な三下

がりの大山囃子・下り藤・本調子の曲がある。戻り山には下り囃子といわれ、軽妙で拍子の早い道中囃子

がつけられる。このほか山車での踊り囃子には拳囃子・二本竹の他に民謡でも知られる秋田甚句・秋田お

ばこ・おやまこ・おいとこ・組音頭など多彩な演目となっている。おやま囃子の完成は江戸時代の文政期

（1818～1830年）から天保期（1830～1844年）にかけてといわれ、角館城下の能や長唄を嗜んだ武士、

町人たちによって築きあげられたとされる。囃子手には、笛、大太鼓、小太鼓、鼓、摺り鉦、三味線がい

る。 
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整理番号 H24-49  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

しらいわささら 

白岩ささら 

保存会名 白岩部落若者会 

所在地 仙北市角館町白岩 

開催場所 雲巌寺・神明社・地域内各所 

開催日 8月 7（笠揃え）・13～16・20日（笠納め） 

指 定 県指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 ささらは一人立ち一頭獅子によるいわゆる三匹獅子とされるものである。この獅子舞は獅子頭を頭につ

けて、腰に小太鼓を抱えて、それを叩きながら頭を激しく振ったり、跳躍を繰り返して踊るものである。

この地方のささら獅子頭は、角が太くて大きいのが特徴でもあり、笠揃えというその年の獅子踊りの始ま

りの日とか、笠納めという獅子踊りの終わり日にはこの角や鼻先の剣というものを抜き差しすることによ

って獅子を休ませたり起こしたりするものであったという。伝承によれば、慶長 7年（1602年）に佐竹氏

が国替えによって秋田に遷るときの行列で、先頭に立って悪疫退散のためとして木製の楽器（ササラ）を

振りながら歩いたことに由来するという。それが家中の士から伝授されたもので、さらにこの地の農村で

おこなわれていた獅子踊りが加えられて演じたのがささらだとされる。ささら連中の間には由来書（巻物）

が保存されていて、その昔悪病が流行ったために祈祷をしたが効き目がなく、そこで志那の僧が鬼神の形

を作り太鼓を打ち鳴らし笛を吹き、大勢が行列を整えて災厄を祓ったことに始まる、と記されている。さ

さら踊り演目には、恋慕・雷・距・作りなどがある。踊りにはまたザッザカというツキザサラ役がヒョッ

トコ面を被り道化ながら獅子をまねて踊る。手には編々木（ササラ）を持ち鳴らして動き回るものである。

芸能の名称はこの編々木から由来しているらしい。 

整理番号 H24-50  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

したがわらささら 

下川原ささら 

保存会名 下川原ささら保存会 

所在地 仙北市角館町下川原 

開催場所 山ノ神神社・松庵寺・地域内各所 

開催日 8月 13～15・20日（笠納め）（平成 24年度調査

時点では休止中） 

指 定 県指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元 一般財団法人 民族芸術研究所 

解説文 毎年 8月 13日から 15日の、いずれも夜から夜半にかけて演舞をするという一人立ち一頭獅子舞の、い

わゆる三匹獅子舞である。下川原ささらの起源は天明 7年（1787年）に戸沢五右衛門（とざわごえもん）

によって、この集落の人びとに伝えられたという。最初に山ノ神神社（やまのかみじんじゃ）に奉納した

後、集落各所で、お盆供養のため、五穀豊穣、疫病退散を祈り、家の庭先で舞われる。お盆におこなうこ

とから供養ささらともいった。20日には毎年笠納めをするのが決まりだった。神社の奉納の後、宿で獅子

頭の剣を抜き、獅子を解体して納める。ささら舞には、神立・神楽・礼棒・ねまりがある。ねまりは年忌

供養があたっている家で必ず舞われたものであった。かつてはささら舞が移動するにあたって行列が組ま

れ、その仕立ても厳重であった。先立ち、ぼんぼり、棒使い、唐団扇、武蔵野、烏、猪、笛、太鼓、謡、

獅子の順になっていた。舞動作では、二の足を踏まないとか、大きくデタデタとした歩き方をするものだ

とか、獅子頭は振るが跳躍はあまりみられないなどの特徴がある。 
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整理番号 H24-51  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ひろくないささら 

広久内ささら 

保存会名 広久内ささら保存会 

所在地 仙北市角館町広久内 

開催場所 五社神社・稲荷神社・地域内各所 

開催日 8月 7（足揃い）・13～15・17・18日（笠納め） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 慶長 7年（1602年）佐竹氏が元常陸太田（現茨城県）から秋田に転封の折にお供先をつとめてきた獅子

踊りがこの地に伝わったとか、南部系の獅子踊りを源流としているなどともいわれるが、始まりは明確で

はない。佐藤家に伝わる「ささら由来記（仮題）」（筆記年代未詳）によると関東流獅子踊りの影響がある

ことが分かる。このささらは当地方に類似伝承の多い獅子いわゆる三匹獅子である。獅子踊りは盆の七日

日（なぬかび）を始まりとして足揃いといい、獅子頭に親剣をつけて、産土の白山神社で礼踊りがおこな

われる。盆には集落内各家々を巡り歩いて、先祖供養と無病息災を祈願して踊るものである。その年の踊

りを終えるにあたっては、やはり白山神社で納めの踊りを披露して、獅子頭の親剣を抜く笠納めという儀

式がみられる。 

このささらは黒獅子一匹と赤獅子二匹の三匹で一人立ち一頭獅子舞であり、それに獅子あやしとなるザ

ッザァカの道化役がつき、獅子と同じ動作で動き回ったり扇踊りをおこなう。さらに布袋状の作り面を被

ったオーセイ役は翳（さしは）を持ち、行列では獅子の先導を務めて獅子踊りの場所を清める作法がみら

れる。舞は三頭の獅子が寄り集まっては離れ、身をよじるようにして腰鼓を打ち鳴らしながら激しく跳躍

を繰り返す。礼拝から始まり礼拝で終わるといわれる舞の作法が基本とされるという。獅子舞では恋慕・

狂い・踞の演舞があるが、すべてに笛と謡がつけられているものである。 

整理番号 H24-52  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

どうのくちささら 

堂ノ口ささら 

保存会名 堂ノ口若者会 

所在地 仙北市角館町白岩堂野口 

開催場所 水神社・地域内各所 

開催日 8月 7（打鳴り）・13～16日（笠納め） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 ささらは一人立ち一頭獅子によるいわゆる三匹獅子とされるものである。この獅子舞は獅子頭を頭につ

けて、腰に小太鼓を抱えて、それを叩きながら頭を激しく振ったり、跳躍を繰り返して踊るものである。

この地方のささら獅子頭は、角が太くて大きいのが特徴でもあり、獅子づくりというその年の獅子踊りの

始まりの日とか、笠納めという獅子踊りの終わり日にはこの角や鼻先の剣というものを抜き差しすること

によって獅子を休ませたり起こしたりするものであったという。獅子頭の頭部とケラ（垂れ髪）には鳥の

羽毛を用いることになっている。伝承によれば、慶長 7年（1602年）に佐竹氏が国替えによって秋田に遷

るとき、仕える人びとが伝授したとされ、さらにこの地の農村でおこなわれていた獅子踊りが加えられて

演じたのがささらだといわれる。ささらは毎年悪魔払い、霊魂慰撫、害虫駆除、疫病退散、豊作祈願、新

仏供養などのために踊られるのだという。本番は盆の 13日からおこなわれるが、ささらは踊るとか舞う

とかいわずに摺る（する）といって、7日が打鳴りとした摺り初めの日でもある。ささら踊りの演目には、

恋慕・神立・寝舞・八割・神楽がある。踊りにはまたツキザサラ役がヒョットコ面を被り道化ながら獅子

をまねて踊る。手には編々木（ささら）を持ち鳴らして動き回るものである。芸能の名称はこの編々木か

ら由来しているらしい。 
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整理番号 H24-54  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

いしがみばんがく 

石神番楽 

保存会名 石神番楽保存会 

所在地 仙北市田沢湖生保内字石神 

開催場所 掛樋神社・石神会館 

開催日 8月 14日／11月 9日前後の土曜日（笠納め） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元  

解説文 毎年、掛樋神社（かけひじんじゃ）の祭礼にあたっておこなわれている番楽は、古く源平合戦の後、源

義経が自害したところ一族が落ち延びた際にこの地に寄った時に田口甚吉（たぐちじんきち）家に伝えら

れたといわれる。その際の由来を書いた巻物があったというが、明治 29年（1896年）の災害により家屋

敷とともに流失してしまったとされる。番楽の幕開きは一定していないが、11月 9日を刈り上げの 9日（収

穫祝い）といって、この日に笠納めをしてその年の番楽の舞い納めとしてきた。 

演目には、早舞（基方）・鳥舞・三番叟・式舞・翁・忍・八嶋・祈り（羅生門）・高舘・美嶋・三笠の山・

年寿・鞍馬・蕨折り・参神舞がある。ほとんどが武士舞で、それも番楽の由来伝承にちなみ源平合戦や義

経弁慶物語によって構成されたものが多い。このうち早舞はすべての舞の基本となる舞で、これを基方と

もいった。義経出陣の際に悪魔祓いとして舞われたと伝えられたり、番御太夫という武士が所領を安堵さ

れて初めて着任した慶びに舞ったとも伝えられる舞である。舞によって面をつけるものと素面の場合があ

るが、翁面や鬼人面、三番叟、おおじ、鞍馬などの番楽面は 9面が伝わる。囃子は太鼓を中心に笛と摺り

鉦からなる。それにほとんどの演舞曲には謡い（詞章）がつけられている。 

整理番号 H24-56  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

おぼないたうえおどり 

生保内田植え踊り 

保存会名 生保内田植え踊り保存会 

所在地 仙北市田沢湖生保内字石神 

開催場所 掛樋神社・石神会館 

開催日 8月 14日／11月 9日前後の土曜日 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 田楽・田遊び 

映像提供元  

解説文  月遅れのお盆（8月）におこなわれる掛樋神社の祭礼に奉納される田植え踊りは、元来は田植えに際し

ておこなわれたものと思われる田楽の一種であろう。伝承によれば奥州平泉に住した藤原氏や天慶の乱に

よる平将門一族中で落ち延びた人びとがこの田沢地方に土着したことによって、農耕生活にあった人びと

に伝承されてきた踊りといわれている。石神集落に伝えられたのは天保元年（1830年）頃とされ、当時田

子ノ木（旧田沢湖町）に住んでいた与七郎という者が、忠蔵に伝えたことから、この忠蔵が石神に婿入り

したことによって、この地に伝承されたという。石神に伝えられることによって、この踊りは女性だけの

踊りとなり、現在では子どもたちでおこなわれている。この踊りは田起こしからはじめ、代掻き、そして

田植えの作業を踊りに現したもので、代掻き道具のエブリや腰につける煙管、苗を運ぶ籠などの道具も見

どころである。囃子には太鼓、笛、鼓、摺鉦、三味線で構成され、踊りには唄がつけられる。 
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整理番号 H24-57  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

うめざわささら 

梅沢ささら 

保存会名 梅沢ささら保存会 

所在地 仙北市田沢湖梅沢 

開催場所 金峰神社・日月神社・地域内各所 

開催日 8月 13・18（金峰神社祭礼）・19日（笠納め） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 ささらは一人立ち一頭獅子によるいわゆる三匹獅子とされるものである。この獅子舞は獅子頭を頭につ

けて、腰に小太鼓を抱えて、それを叩きながら頭を激しく振ったり、跳躍を繰り返して踊るものである。

ささら宿といわれる縁りの家には『編木舞踏の由来』という獅子舞の由来書が伝わり、それによると慶長

7年（1602年）に佐竹氏が国替えによって秋田に遷るとき、仕える人びとが伝授したとされ、秋田での編

木（ささら）舞踏みの嚆矢の地だと書かれている。そのため白岩ささら（旧角館町）は、梅沢森腰の編木

が伝えられたものだといわれ、その後森腰編木が中絶したことから、白岩から再び伝習して今にいたると

いう。盆の 13日には森腰の十文字という一の鳥居前から始められるもので、これをかさぶろいといって

いる。また 18日は同じ十文字で最後の摺り納めである笠納めがおこなわれるのも恒例となっている。さ

さらは行列を組んで集落内を移動して家の前で踊るもので、行列順は、先払い、ぼんぼり振り、棒使い、

大唐団扇、旗持ち、唐神、大将、ザッザカ振り、獅子となっていた。獅子は三頭であるが男獅子、女獅子、

子獅子と呼ぶ。ザッザカ振りはヒョットコ面を被り、手拭いで頬被りをし、赤い長袖の着物にタッツケ袴

をはいて、手にはささらを持って鳴らしながら獅子と絡んで踊るものである。獅子の演目には、神立・恋

慕・根舞りがある。 

整理番号 H24-99  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

おぼないおかもとしんない 

生保内岡本新内 

保存会名 生保内岡本新内保存会 

所在地 仙北市田沢湖生保内 

開催場所 随所 

開催日 随時 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 見せ物芸・小歌踊 

映像提供元 仙北市教育委員会 

解説文 かつてはお座敷で盛んにもてはやされた岡本っことよばれてきた舞踏であるが、調査時点では不定期に

披露されている。岡本新内は元禄年間（1688～1704 年）に岡本宮古太夫によって完成されたといわれ、新

内（節）は心中道中物を歌った芸妓のお座敷舞踏で粋人芸による完成度の高いものという。最初、雄物川

流域に沿って遡上して伝わり、宿場町として栄えたこの地にももたらされたといわれる。これを民間にも

伝えたのは江戸時代末期とされ、調査時点では神社祭礼、祝賀催事などで披露されていた。三味線に長唄

をつけて、それにあわせて踊りがある。演舞曲は 1番から 3番までとなっているが、踊りの振りは全部異

なっている。 
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整理番号 H24-59  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

かたのばんがく 

潟野番楽 

保存会名 潟野番楽保存会 

所在地 仙北市西木町西明寺松木台 

開催場所 釜杉神社 

開催日 9月 16日（宵宮）（平成 24年度調査時点では休

止中） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元 仙北市教育委員会 

解説文 かつては霜降り番楽とも呼ばれて、晩秋におこなわれていた山伏神楽である。潟野（旧西木村）ではそ

れまでに 9月 16日の釜杉神社（かますぎじんじゃ）の宵宮祭礼の時に奉納されてきた。石神番楽（旧田

沢湖町）の流れを汲むものとされ、天保年間（1830～1844年）に最も盛んとなり、この頃に春山（旧田沢

湖町）の鬼川三郎兵衛が師匠となり、潟野の猪本六右衛門（いのもとろくえもん）家において舞ったこと

が伝えられていることから、江戸時代中期ころには既にあったとされる。この番楽は霜月になると山伏た

ちが集まり一団をなして、霞を廻って番楽を演じたものが始まりとされ、それが民間にも伝えられるよう

になったといわれるものである。演目には、早舞・鳥舞・翁舞・松迎・式舞・三番・年寿・信夫・機織・

八嶋・羅生門・金巻・諏訪・木曽・高館・蕨折・橋引・阿浦・曽我・三笠・天女などがあった。舞の様子

や謡などには古典的なものが多いとされて、囃子には太鼓、笛、手びらがね、それに板拍子というものが

あった。番楽幕には丸に三つ巴の紋が染められている。面は 4面しかないためにほとんどが素面で舞わら

れた。 

整理番号 H24-60  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

よしだかぐら 

吉田神楽 

保存会名 吉田集落 

所在地 仙北市西木町桧木内字吉田 

開催場所 磯前神社 

開催日 8月 14日（磯前神社祭典）（平成 24年度調査時

点では休止中） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 大神楽 

映像提供元 仙北市教育委員会 

解説文  吉田（旧西木村）の磯前神社（いそさきじんじゃ）の祭礼でおこなわれていた獅子舞のひとつで、太神

楽系である。その起源は定かではないが、盆 14日の祭礼におこなわれてきたもので、豊年満作を祈るも

のとされている。先祓い奴という演目では、これを三番叟ともいったらしいが、奴が幣束を持ち足踏みを

繰り返して舞い、それに獅子が太刀を持って出てきて悪魔祓いをするというものであった。次に伴僧と阿

亀の舞がある。伴僧は袈裟を着て、どち伴僧という道化役のものは頭巾と面をつけて、伴僧とどち伴僧が

赤い着物姿の阿亀の袖を引きながら問答をして滑稽な所作をするというものであった。昔はこれに万才の

演目もあった。古い獅子頭は張り子でつくられ、全体が黒色で、偏平型であった。囃子には太鼓、笛、摺

鉦、三味線、鼓が用いられてきた。 
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整理番号 H24-62  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

とざわささら 

戸沢ささら 

保存会名 戸沢ささら保存振興会 

所在地 仙北市西木町上桧木内 

開催場所 墓地・戸沢会館 

開催日 8月 7（笠揃い）・13・17日（戸沢氏祭）／旧暦

の 8月 15日（笠納め） 

指 定 県指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 ささらと呼ばれる民俗芸能はいわゆる三匹獅子をいう一人立ち一頭獅子舞である。この獅子舞は、一人

がひとつのやや小ぶりの獅子頭を頭につけ、腰の鼓状の小太鼓を抱えて、獅子頭を激しく振ったり、跳躍

を繰り返す。ささらは舞うとか踊るといわずにスルという。戸沢ささらは 8月 7日にナノカビといって盆

の始まりの日に笠揃いをおこなう。笠揃いは宿入れを踊ることになっていた。13日のお盆は弔いささらと

いい、集落の墓地で踊る。旧暦 8月 15日（中秋の名月）には笠納めといって、宿においてじんじゃくを

踊り、この年の獅子踊りをすべて納めたとされるが、調査時点では笠揃いや笠納めはほとんど形式化して

いる。演目には、宿入れ・じんじゃく・女獅子組というのがあった。かつてはささらに奴舞というのが付

いていて、ざっこ、トロ掘り、扇踊りなどがあった。この地のささらは仙北地方一帯にみられるささらと

かなり異なる踊り方がみられるが、他にも獅子頭、装束なども特徴的なものが多い。かつてはオオジとい

うヒョットコ面に扇を採り獅子の間を四方固めのように踊り回るものがあったが、調査時点では行ってい

なかった。由来伝承も、近世初頭に佐竹氏が秋田に移封されてきたときにそれに伴って伝来したというも

のの他に、戸沢氏が南部雫石（現岩手県）から持ち込んだという伝承もある。 

整理番号 H24-63  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

こやまだささら 

小山田ささら 

保存会名 小山田ささら保存会 

所在地 仙北市西木町小山田 

開催場所 八津観音堂・安楽寺・地域内各所 

開催日 8月 13（笠揃え）・14・17（戸沢氏祭）・20日（笠

納め） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 上檜木内（旧西木村）に居住した戸沢兼盛（とざわかねもり）が獅子踊を伝えたとされ、この時代は毎

年、小山田の観音堂祭礼にあたり、武運長久を祈るために家臣がささらを演じて奉納することが恒例にな

っていたものという。その後、戸沢氏が角館城に移る慶長 6年（1601年）に、小山田の赤倉善助がこのさ

さらの奥義を授けて奨励したという。以来、八津村の人びとにより毎年旧暦 7月 16日に観音堂に奉納し

たのち、安楽寺で菩提を弔い、ついで小山田の村中の無事平穏、悪疫退散、五穀豊穣を祈るため各戸毎に

ささらを演じるのだとしている。このささら踊りはいわゆる三匹獅子舞で、獅子舞を演じることをささら

を摺るといい、芸能に携わる連中をささら振りと呼んできた。ささらは行列をして各地を移動するが、そ

の行列仕立ては、ぼんぼり・棒・唐団扇・長刀・雄獅子・中獅子（雄獅子）・雌獅子・からす・囃子手の

順になっている。かつては、演目の始めは棒使いで、嘉永年間（1848～1854年）に赤倉周助が伝授を受け

たとする荒木流棒術とされ、屋島・天狗払・四ッ柄・引き違い・八人詰・荒木流、などがみられた。ささ

らの演目にはかんだち・をかざき・寝ざさら・寝ざさら節変わり・かんだち節変わりがある。からすは獅

子踊りが始まると飛び出して踊りに絡んで舞うものである。楽器には笛、手摺金、大太鼓、ササラがあり、

このうちササラは編木（びんざさら）だが、ここでは囃子手が他の囃子に合わせて摺り鳴らすものである。

このささら踊りの時に八津観音堂境内での奉納演舞が終わると、拝殿にあがり獅子頭を神前に安置して、

その周りを取り囲むようにしてささら振りの人びとが座り、「座敷唄」というものをささら振り一同で歌

うことになっている。その後は直会となる。 
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整理番号 H24-65  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

やわたかぐら 

八幡神楽 

保存会名 八幡神楽保存会 

所在地 湯沢市八幡 

開催場所 八幡神社・地域内各所 

開催日 9月第 2土（宵の宮）・日曜日（本祭） 

指 定  

カテゴリー 大神楽 

映像提供元  

解説文 八幡集落に祀られる八幡神社は、故事に詳しい古老の伝えるところによれば、田子川のほとり、八幡字

白子という所に鎮座していた御社で、田村将軍利成が征夷大将軍として征討に来村の折、常々信仰してい

た八幡大菩薩の霊験あらたかな夢をみた。即ち金色の鷹が空中を飛び廻り、この地の森の樹に止まったと

いう。田村利成は大変不思議に思い、この地に社堂を建立し延暦 10年（791年）に長白子から神霊を遷し

て祭祀せられたという。神楽はこの神社の例祭である 9月 14・15日に奉納されたものだが、今では 9月

第 2土・日曜日におこなわれる。言い伝えによると、佐竹氏（秋田藩）に上覧をする神楽として、伊勢か

ら伝えられたものという。演目には、放生渡り・幕払・おかめ・戈取舞・万戈などがあった。調査時点で

は放生渡り・幕払のみとなった。幕払は門付けの獅子舞となっている。この神楽は二人立ち一頭獅子舞で、

いわゆる伊勢流神楽とみられ、近くには伊勢堂という地名が残されているように、伊勢信仰があったとみ

られる。囃子には太鼓、笛、鉦がつけられ、神楽屋台で移動していたが調査時点では車の荷台に屋台を設

置して移動しながら囃している。 

整理番号 H24-66  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ゆざわぎおんばやし 

湯沢祇園囃子 

保存会名 湯沢祇園囃子保存会 

所在地 湯沢市関口 

開催場所 八幡神社・薬師神社・地域内各所 

開催日 9月第 3土・日曜日（八幡神社例大祭） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 太鼓風流・祭り囃子 

映像提供元  

解説文 三関集落に伝わる祭り囃子のひとつ。三関の鎮守八幡神社の祭礼でおこなわれる祭り囃子だ

が、その始まりについては不明である。かつて愛宕神社（旧湯沢市）祭礼の大名行列にも必ず

囃されていたといい、この大名行列は正徳 4年（1714年）に始まったものとされることから、

この頃には既にあったともいわれる。八幡神社祭礼では、囃子屋台を組んで集落内を巡行し、

演じながら移動するともに、要所要所に止まり一連の囃子を披露して、最後に神社下遥拝所で

奉納する。演目には、寄せ太鼓を基本として、剣囃子・祇園囃子・三下がある。この 4演目を

総称して祇園囃子と呼んでいるが、近在に同じくサイサイ囃子というものと類似している。囃

子方には、三味線、笛、太鼓、締太鼓を用いている。 
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整理番号 H24-67  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

たかまつばんがく 

高松番楽 

保存会名 高松番楽保存会 

所在地 湯沢市高松 

開催場所 上地神明社・地域内各所 

開催日 旧暦 7月 6日／旧暦 8月 1日（平成 24年度調

査時点では休止中） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元 湯沢市教育委員会 

解説文 起源は古く慶長（1596～1615年）の頃より、各地からの修験者たちが奥宮山（旧皆瀬村）を信仰対象と

して山で修行を重ねたとされ、冬は山から下りてきて村に留まり、その時に番楽を若者たちに伝えたとい

うものである。高松番楽といっても高松地域の上地集落に伝わっていた番楽で、旧暦 7月 6日の神明社祭

礼の時におこなわれていた。集落内に舞台を組みそこで舞うものであった。演目には御上使をはじめ、獅

子舞・御神楽・荒舞・山の神舞・信夫・弁慶・曾我兄弟・藤五郎盛長・羅生門・花車・わらび折り・機織

などがあった。これは大別して、式舞、神舞、武士舞、女舞、狂言の区別がなされてもいた。番楽の中心

はなんといってもお獅子だとされ、獅子舞は大事にされたものである。その獅子舞は八朔の日（旧暦 8月

1日）におこなわれる作祭りにおいて、集落内各家々を門付けして廻るものであった。この獅子舞には厄

除け、招福、火伏の霊験があると信じられてきた。 

整理番号 H24-68  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

せきぐちささらまい 

関口ささら舞 

保存会名 関口ささら舞保存会 

所在地 湯沢市関口字関口 

開催場所 八幡神社・地域内各所 

開催日 9月 16日 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文  八幡神社の例祭に奉納される一人立ち一頭獅子舞である。桓武天王の御代、坂上田村麻呂が悪路王退治

に当地にいたるとき、東鳥海山に薬師仏を祀る権現堂を建立し最上左沢（現山形県）で見たという麒麟の

像を造り奉納したという。それによって悪路王征伐を成し遂げることができ、祈願達成奉祝の舞として麒

麟の頭をつけて舞うこととなったのだと伝えられている。いわゆる三匹獅子舞の系統を引くものである

が、由来のように頭は麒麟だとされ、指揮（中）獅子が一匹に、雄雌の獅子が二匹ずつとする五匹の舞と

なっているところに特徴がある。演目としては、道太鼓・雌獅子舞・雄獅子舞・神殿の舞・入れ替え・突

進士などがある。舞手は獅子頭を頭に戴き、腰につけた太鼓を覆うように全身を一枚の幕布をつけている。

この幕には神紋と裾には稲穂が染め抜かれていて、稲穂は豊作を祈願するものとされる。頭と一体となっ

ている後ろに垂らす背覆いは鶏の羽が多数つけられたものである。なおこのささら舞にはささらそのもの

がない。囃子には締太鼓、笛、手平鉦がある。これに歌が所々に入るものである。 
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整理番号 H24-94  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

いわさきぼんおどり 

岩崎盆踊り 

保存会名 岩崎盆踊り伝承委員会 

所在地 湯沢市岩崎 

開催場所 湯沢市ふるさとふれあいセンター前 

開催日 8月 16日 

指 定  

カテゴリー 盆踊り 

映像提供元  

解説文 かつては盆の 15日から 17日までおこなうものだったが、平成になると一晩だけの開催となった。会場

も変遷があり、その昔は千歳公園でおこなわれたが、後に清影町（通り）（旧湯沢市）に移され、平成 24

年からは湯沢市ふるさとふれあいセンター前となった。踊りそのものは、近くにあるヤキチ山という所に、

昔は他所から樵夫が来ていて、その人から教えられて伝わったといわれる。踊りは手踊りでゆったりとし

た踊り方が基本であるという。ただ、地口（唄）の一番と三番に合わせて体を回転させる所作が難しい踊

りだともいう。演目は寄せ太鼓・地口・ドンパン節・秋田節がある。盆踊りということで、死者を慰め、

あの世に送るためだとされる。寄せ太鼓は、太鼓を鳴らすことによって人びとを踊り会場に招くという。

初め地口から踊るものだが、地口は秋田音頭のことであり、地口というように唄の文句は風刺や艶のある

もので、その数は 200 種以上とされる。地口が「揃え、揃え」と歌い始めると囃子もこれにつけて鳴り出

し、踊りの輪がつくられていく。地口の最後に「おらほの名物、横手かまくら、岩崎盆踊り」の文句が出

されると踊りが止められる。楽器には太鼓、笛、チャチャコ（鉦）がある。なお、踊りの巡りは時計と反

対方向になっている。 

整理番号 H24-69  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

いたどばんがく 

板戸番楽 

保存会名 板戸番楽保存会 

所在地 湯沢市皆瀬字板戸 

開催場所 奥宮神社・地域内各所 

開催日 8月 19日／旧暦 8月 1日 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元  

解説文 板戸番楽は、山伏系神楽とされる番楽である。かつては旧暦 8月 1日（八朔祭）の日の夜、新築の家で

演じてきたが、現在は 8月 19日の奥宮神社の祭礼に演じられている。いつの頃か、この番楽は式舞の要

素を持つ神楽として 4演目のほか、武士舞、狂言舞など 12幕とされ、御丈師・二重鶏・八助爺・牛若弁

慶・御神楽・安珍坊・与川・ところ盛長・曽我兄弟・わらび折・鬼取などの 12演目が固定されて伝承し

てきたが、調査時点では獅子舞、三島、御神楽、荒舞など 4演目が主である。このうち獅子舞は必ず最初

に演じられるということはないものの、立舞、立獅子、覆い獅子の演舞があり、かつての番楽披露の日で

あった旧暦 8月 1日は、獅子舞だけが集落を廻り門付けをする。この番楽は舞うといわずに踏むといわれ

てきた。番楽踏みにはほとんどに言立（いいだて）と言われる台詞や歌がつけられるものである。囃子に

は胴長締太鼓と笛、手平鉦である。 
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整理番号 H24-71  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

やくないばんがく 

役内番楽 

保存会名 役内番楽保存会 

所在地 湯沢市秋ノ宮 

開催場所 役内会館・地域内各所 

開催日 二百十日前後の土・日曜日（神室山の祭典）／

11月上旬日曜日（獅子納め） 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元  

解説文 役内番楽は神室山を祀る神社とされる鏑嶽神社の祭礼による番楽といわれる。神室山を信仰する修験者

によって伝承されたともいう。一説にはその昔、鳴子（現宮城県）から来た菅半十郎によって伝えられた

とされるが、半十郎は家庭には恵まれずに育ったといわれて、18歳の時、母のいるこの役内に身を寄せた

らしい。この時に番楽面や書道具などとともに舞を伝えたという。半十郎なるものがどこで番楽舞を習得

したのかは伝わっていない。この番楽は神室山の祭礼である八朔（旧暦 8月 1日）に奉納してきた。旧暦

から新暦 9月 1日におこなうようになったのは昭和 25年（1950年）頃からという。祭礼日の他に旧暦 9

月 29日の刈り上げの節供（現在は 11月第 1日曜日）には獅子納めといって、この日も番楽が披露されて

いる。かつては幕開きが 6月末におこなわれて、これをゲンダブリといい、神酒を振る舞い、太鼓で村中

を触れて廻るとされた。祭礼の前に獅子を出してはいけないとされたが、実際には家の家移り（新築）の

時には地固めといって獅子舞や、山の神舞、翁舞などを舞うものであった。この番楽には獅子舞が最初に

演じられ、次に先舞（露祓い）・鳥舞・地鎮舞・千人切（弁慶・牛若）・武士舞・金巻などがある。かつて

はこのほかに機織り・蕨折り・三番叟・信夫などもあった。舞作法には特別なものはないが、地固めに舞

う場合などは足ひとつ、拍子ひとつ誤ると地固めが成就しないといわれた。番楽を担う人びとを番楽連中

というが、連中に不幸があったときには、葬式後にその家で弔番楽を舞うものであった。囃子は太鼓、笛、

鉦で構成されている。 

整理番号 H24-72  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

いずみさわばんがく 

泉澤番楽 

保存会名 泉澤番楽保存会 

所在地 湯沢市泉沢 

開催場所 泉神社、地域内各所 

開催日 旧暦の 3月 16（宵宮）・17（本祭）・18日 

指 定  

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元  

解説文 泉澤番楽は地域の氏神である泉神社（いずみじんじゃ）の祭礼に奉納される番楽である。神社が再建さ

れたという慶長 8年（1603年）にはすでに番楽があったと伝えられるが定かではない。この番楽は湯殿山

（現山形県）修験によって伝えられたとされるもので、番楽は神社拝殿内で演じられ、かつては 12番あ

ったといわれているが、調査時点では獅子舞を最初に演じて、次に鳥舞、切舞を舞うだけになっている。

切舞は剣舞にあてられるもので、刀を採って舞うものである。獅子舞は祭礼の翌日集落内各戸を門付け祓

いをして回るが、申し出のある家では、その家の座敷を舞台として獅子舞を演じる。獅子舞は悪魔祓いの

意味があるといわれ、獅子頭を特に大事にしていて、獅子は川を越えて持ち出すことが固く禁じられてい

た。獅子舞の際には獅子に手拭いや衣類を差し出して噛んでもらうこともある。これによって身につけた

者が無病息災に過ごせると信じられてきた。囃子には笛はなくなり、太鼓とすり鉦のみとなっている。 
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整理番号 H24-73  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

にいせきささら 

新関ささら 

保存会名 新関ささら保存会 

所在地 潟上市昭和大久保後谷地 

開催場所 湖南交流センター 

開催日 5月 4日 

指 定 市指定無形民俗文化財 

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文 新関ささらは、いわゆる一人立ち一頭獅子舞に分類されるが、獅子頭ではなく鹿（しし）の頭を用いて

いるところに特徴がある。肌コを着けて袴をはき、鹿の頭の作りものを頭に戴き、腰に小太鼓をつけた姿

で舞うものである。跳躍を繰り返しながら腰の太鼓を拍子に合わせながら叩き、大鹿（青）、中鹿（緑）、

牝鹿（赤）の三匹で争い、これに岡鹿といってひょっとこ面をつけたささら摺りが絡んで舞うものである。

かつては盆月におこなわれたものだが、調査時点では住吉神社祭礼の日に舞われる。少し以前は祭礼の時

にささら道場と呼ばれた宿に集合して、ここからささらの始祖とされる菅原孫兵衛家で演じ、そのあと新

関集落内各所を廻り所々で演じていたが、調査時点では会館でおこなうのみとなった。演目には、先ず四

方斬りという、刀で東西南北を切り悪魔を払うという演舞で、続けて棒つかいによる棒対棒、棒対木刀、

棒対鎖鎌の棒術がある。その後ささら踊となるが、ささら踊は一演舞のみである。囃子には胴長大太鼓、

笛、それにささら踊には歌がつけられることになっている。ささら踊は移動するときには順列をつくって

いくが、先頭の旗には「獅子舞農庭是豊稔吉兆」と書かれている。 

整理番号 H24-86  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

さぎまい 

鷺舞 

保存会名 鷺舞保存会 

所在地 潟上市飯田川下虻川 

開催場所 下虻川神明社・潟上市役所飯田川庁舎前広場 

開催日 5月 5日（下虻川神明社例祭）／8月第 1日曜

日（飯田川鷺舞まつり） 

指 定  

カテゴリー 風流 

映像提供元  

解説文 江戸時代前期の秋田二代藩主佐竹義隆のころに鷺舞があったと記録する、菅江真澄が文化 8年（1811年）

に書いた『軒の山吹』と、島根県津和野町の協力を得て再現をして、昭和 59年の夏祭りに青年たちが公

演したのが始まりとされる。やがて、この地の鎮守である下虻川の神明社祭礼に奉納するようになった。

舞は、「殿の愛でたし舞の鶏は何の鳥白鷺や白鷺」と謡い上げる歌声にあわせて、鷺に扮する二羽の白鷺

が羽を広げたり閉じたりするようにして優雅に舞う。それに続いて、かつての農耕作業を真似た、興起、

水掛、代掻き、種蒔き、田植え、田植え祝いの総踊り、最後に盆踊りが披露される。この全部を鷺舞とい

う。囃子には太鼓、笛、鉦、鼓がある。 
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整理番号 H24-76  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

くまのじんじゃかけうたたいかい 

熊野神社かけ唄大会 

保存会名 美郷町六郷かけ唄保存会 

所在地 仙北郡美郷町六郷米町 

開催場所 熊野神社 

開催日 8月 23日 

指 定  

カテゴリー 風流 

映像提供元  

解説文  熊野神社の例祭にあたる宵宮祭において、夜を徹して掛け合いにて即興で歌謡合戦がおこなわれるもの

である。熊野神社かけ唄大会は昭和 28年に神社拝殿の改築竣工奉祝として、この地方で盛んであった祭

礼などで夜通し歌を交互に歌い合ってのどを自慢したものを、大会競技のようにしたという。また、祭礼

のために夜ごもりをする風習から、宵宮に参詣する娘や息子の縁談を定めようとして、賑やかに自慢歌を

披露しながら話を弾ませていったともいわれる。かけ唄はこの地方で最もよく歌われてきた祝い唄の一種

である仙北荷方節である。拝殿で奉納の後、会館を舞台として、二人が仙北荷方節に当意即妙の歌詞をつ

け、美声とともに競い合うものである。歌詞は時事・風習・行政などを風刺したりするが、全く自由なも

ので、この時は何をいっても罪とはならないとされてきた。 

整理番号 H24-95  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

もとだてじもとぼんおどり 

本館地元盆踊 

保存会名 本館地元盆踊保存会 

所在地 仙北郡美郷町六郷字八幡 

開催場所 もとだて児童館前広場 

開催日 8月 14日 

指 定  

カテゴリー 盆踊り 

映像提供元  

解説文 盆踊りは西馬音内の盆踊（羽後町）の系統を引くとされる。それも、約 80年以上前にこの村にも盆踊

りが欲しいとの考えから、踊りに関心のある地元のひとが西馬音内の盆踊をみて、振り付けなどを真似て

盆踊りを考案して伝えたという。演目には、本館地元盆踊と甚句がみられる。囃子には締太鼓、三味線、

笛がある。 

 

 



204 

整理番号 H24-77  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

なかむらばんがく 

中村番楽 

保存会名 中村番楽保存会 

所在地 南秋田郡五城目町馬場目字中村 

開催場所 五城目神明社 

開催日 5月第 3土曜日（五城目町番楽競演会） 

指 定 町指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元  

解説文  かつては十五夜祭りにおこなっていたという中村番楽は、現在では五城目町番楽競演会だけに披露され

るものとなった。集落でおこなっていたときは踊り場という広場で、松の板を敷いて臨時の舞台をつくっ

た。その発祥は、口承によると江戸時代の初めという。少なくとも、番楽面は安政（1854年～）の頃から

のものとされ、その面を今でも使うことから、その頃には盛んなものであったと推察できよう。この番楽

は家元のようなものがあって、30年ぐらい前までは石井家が代々引き継いできたのだとされる。そのため、

石井氏による指導があり継承がはかられている。かつての演目には、口上から始まり露払・翁・三番叟・

鞍馬・鈴木・信・曽我・屋島・ミツレ木・・鐘巻・ワラビオリ・鳥舞があり、現在ではこのうち 6番とお

かめという狂言舞を演じることができている。式舞や武士舞、狂言舞などが披露されてきたが、総じて今

はテンポの速い武士舞系統だけが多い。舞台として板状のものを敷いた上でおこなうのは、その両脇で舞

台を拍子木で叩いて囃すためであるという。舞い手と囃子手に分かれているが、囃子には太鼓、笛、鉦と

拍子木から構成される。唄は太鼓叩きがおこなう。 

整理番号 H24-78  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

さんないばんがく 

山内番楽 

保存会名 山内番楽保存会 

所在地 南秋田郡五城目町富津内下山内 

開催場所 五城目神明社 

開催日 5月第 3土曜日（五城目町番楽競演会） 

指 定 町指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元  

解説文 山内番楽は、現在神明社祭礼の前日に、神楽殿で奉納番楽を演じている。またかつては盆にも披露する

ものであった。この番楽の発祥は定かではないが、口碑によると室町時代にこの地を領して山内城を構え

た三浦氏によって伝えられたとされる。舞手と囃子手に分かれて演じられるが、舞いは表舞、裏舞とそれ

ぞれ 12番ずつの 24番が伝承されていたものが、調査時点では式舞の露払い・鳥舞（岩戸開）・翁舞・三

番叟、神舞では山の神、武士舞では鈴木三郎・熊谷（敦盛熊谷）・曽我兄弟・信夫太郎・鞍馬、女舞では

蕨切り・鐘巻があり、狂言舞では根子切りなど、最初に口上から始めて式舞以降は特に順序はないとされ

ている。露払いと鞍馬は子どもの舞であるが、露払いには清浄祓いがつけられることもある。番楽面は 12

面が伝えられて、それぞれ演目によって使い分けがなされている。舞は総じて勇壮なものが多く終始飛び

跳ねる所作が目立つ。囃子手には太鼓叩き、歌い手、そして囃子取りという笛に拍子木とジャ鉦を打つ者

がいる。 
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整理番号 H24-79  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

こいじばんがく 

恋地番楽 

保存会名 五城目町教育委員会 

所在地 南秋田郡五城目町馬場目字恋地 

開催場所 五城目神明社 

開催日 5月第 3土曜日（五城目町番楽競演会）（平成

24年度調査時点では休止中） 

指 定 町指定無形民俗文化財 

カテゴリー 獅子舞・番楽 

映像提供元 一般財団法人 民族芸術研究所 

解説文  神明社（五城目町）の祭礼でおこなわれる番楽競演会や、かつては盆の 15日に村落内で披露されてい

た。しかし今日では後継者不足のために披露されることがほとんどない。平成 16年までは、番楽競演会

では口上と言立（いいだて）を唱えるだけであった。かつては演目として、はじめに露払い（千代松）か

ら、翁・三番叟・鳥舞、を必ず順番に演じた後、鞍馬・鈴木三郎・曽我兄弟・八島・信夫太郎・根子切、

までは適宜順番を変えてもよいとされ、最後は、蕨折り・山ノ神・鐘巻、で終わることになっていた。順

番を変えてもいいのは武士舞で、その間に狂言（滑稽舞）の根子切を挟めるものであった。舞手と囃子手

と唄手に分けられるが、囃子手には太鼓叩き、笛吹き、鉦、拍子取りがいる。 

整理番号 H24-81  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

うちかわこどもささら 

内川こどもささら 

保存会名 内川ささら保存会／内川こどもささら育成会 

所在地 南秋田郡五城目町内川 

開催場所 浅見内公民館・湯ノ又公民館・五城目神明社 

開催日 5月 5・第 3土曜日（五城目町番楽競演会） 

指 定  

カテゴリー ささら・駒踊り 

映像提供元  

解説文  内川ささらは現在こどもという名称が付いているが、もとは青年らによるささらであった。ささらとい

う獅子踊りで、一人立ち一頭獅子の三匹獅子踊りである。獅子踊りはオス二匹とメス一匹の獅子とされ、

最初に前座（さきざ）の獅子踊りが披露され、次に奴踊りがある。奴踊りの演目はさんばそう・ながさき・

おがみおどり・さんびょうし・にびょうし・やなぎおどり・もみじおどり・きりおどり・すもうおどりか

らなり、続けて踊ることになっている。かつては、その後棒使いの演舞があり、そして最後に後座（あと

ざ）という獅子踊りの演舞で終わっていた。湯ノ又に伝わるささらは集落内では以前、盆の 13日におこ

なわれ、集落の親方衆といわれる家の庭先で演じられてきた。5月 19日の神明社（五城目町）の例祭前日

においても神楽殿で踊られている。囃子方は鳴りものといって太鼓、竹、すり鉦がつけられている。 
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整理番号 H24-100  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ゆのまたちょうないかいぼんおどり 

湯ノ又町内会盆踊り 

保存会名 湯ノ又町内会 

所在地 南秋田郡五城目町内川湯ノ又 

開催場所 湯ノ又公民館前 

開催日 8月 14日 

指 定  

カテゴリー 盆踊り 

映像提供元  

解説文  盆の供養として群舞される盆踊りだが、この地区の盆踊りは江戸時代後期の紀行家であった菅江真澄の

『遊覧記』にも記載があるとおり、その始まりは古いといわれる。かつてはこの地方での盆踊りの風習は

14日を初踊りとして、太鼓が鳴り響く夕闇の刻から始められ、15日の晩からは唄の掛け合いによって、

歌いながら踊り続けた。20日は盆の最後となる追盆といって、老若男女皆仮装をして盆踊りをするもので

あった。それに続けて作踊りといって、盆踊りと全く内容は同じ歌舞を 2～3日したという。湯ノ又では、

三勝・ダイダイツク・キタサカという 3種類の踊りがおこなわれる。ほとんど手踊りで、激しい動作はみ

られない。太鼓に唄をつけて踊るだけのものとなっている。 

整理番号 H24-83  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

ひといちぼんおどり 

一日市盆踊 

保存会名 一日市盆踊り実行委員会／一日市郷土芸術研

究会 

所在地 南秋田郡八郎潟町字一日市 

開催場所 一日市上町大通り 

開催日 8月 18～20日 

指 定 県指定無形民俗文化財 

カテゴリー 盆踊り 

映像提供元  

解説文  毎年盆の 18日から 20日までの夜間に、一日市の中心部である上町の路上でおこなわれる盆踊りでは、

大太鼓と笛の囃子方を中心に楕円形状にその周囲を右回りしながら踊りが繰り広げられる。したがって櫓

（やぐら）などは組まない古い形がある。夕方の日が落ちる頃になると寄せ太鼓を鳴らして踊りの始まり

を告げることにより、人びとが三々五々集まってくる。盆踊りは最初にテンポの速いデンデンヅク踊りを

始め、次にキタサカ踊り、三勝踊りとなり、この順番を繰り返し踊り夜半にいたる。昔はこれに、あねこ

もさ、袖子踊り、ばらばら踊り、ちらし踊り、三脚打小身などもあって、手振り、足捌きなど多種多様さ

を誇ったという。盆踊りの始まりは室町時代という説もあるが、根拠はみられない。盆踊りというが踊り

の唄の文句に「おどれ豊年唄コで大漁」とか「豊年万作踊り」などの詞があり、五穀豊穣や八郎潟での大

漁を祈った、いわゆる作踊りと思われる。踊りの服装が仮装となった時期は不明だが、戦前にはその兆し

があったといわれ、それまでは野良着や普段着、または浴衣の手拭いを頬被りして踊ったという。踊り方

では足運びが特徴といわれ、片足でバランスを取りながら踊るとか、足を投げ出すようにしてまた引き戻

るとか、作法に難しさがあるといわれる。この盆踊りは、一日市周辺ばかりではなく、秋田市をはじめ能

代山本地方まで広い範囲に類似したものがみられる。 
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整理番号 H24-84  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

がんにんおどり 

願人踊 

保存会名 一日市郷土芸術研究会 

所在地 南秋田郡八郎潟町字一日市 

開催場所 一日市神社・地域内各所 

開催日 5月 5日 

指 定 県指定無形民俗文化財 

カテゴリー 風流 

映像提供元  

解説文  もと諏訪神社といわれた一日市の鎮守である一日市神社の例祭でおこなわれる風流踊りのひとつ。その

始まりは定かではないが、江戸時代中期にはおこなわれていたのだろうと推定され、僧形の放浪芸人が伝

えたともいわれている。踊りはすべて外でおこなわれることから、はじめに神社の境内で踊り、次に町内

の通りや主だった家の前で演じられる。衣装は柄のついた派手な襦袢を着た音頭上げが花笠を持ち、歌い

手は十字掛けに色襷（たすき）をし、踊り手はメダリ（前掛け）を腰に垂らし、手甲、脚絆をつけ菅笠（す

げがさ）を背負い杖を持ち、イヤンヤー・メデタナェー・コンノェー・オーイナェー・アンマサェー・桃

太郎（ジサマ）・イセジャナェーというものなどを踊る。道中移動の時はボーボコ節というのがある。踊

りの特徴は左手と左足、右手と右足を同時に出しながら踊るという一直踊りという作法である。これによ

り腰を左右にくねらすようになるのが妙だといわれる。オーイナェーとアンマサェーの間には必ず歌舞伎

「仮名手本忠臣蔵」五段目山崎街道の荒事を寸劇のようにして出す。荒事ながら笑いを呼ぶ場面でもある。

なお、この踊りには囃子という囃子はないが、唄が入り、花笠を地面につけて拍子を取り、さらにささら

をその花笠の持ち手の竹に叩いて囃すなどしている様子がみられる。 

整理番号 H24-106  

 

 

 

 

ひらがな 

名 称 

うらおおまちのぼんおどり 

浦大町の盆踊り 

保存会名 浦大町町内会 

所在地 南秋田郡八郎潟町浦大町 

開催場所 浦大町コミュニティーセンター前広場 

開催日 8月 14日 

指 定  

カテゴリー 盆踊り 

映像提供元  

解説文 中世城館であった浦城（うらじょう）三浦兵庫盛永（みうらひょうごのかみもりなが）が居住した跡地

の麓にある浦大町（八郎潟町）では、毎年盆の 14日に盆踊りを開催してきた。昔は盆踊りの開催は 15日

から向こう 7日間もあったといわれ、その後 9月初旬には盆踊りと内容は同じであるが作踊りとして盛大

に踊りを披露していたといわれる。この盆踊りの始まりは今から 500年前頃というが明確な証拠は存在し

ない。踊り曲には、ソガヤ・ヨサレ・デンデンヅク踊り・キタサカ踊り・三勝踊りがある。ソガヤ・ヨサ

レはこの地方のものではないとも推定されている。ヨサレでは後ろに下がる所作があることから、独特な

ものとされている。他の 3種の踊りは近辺に類似しているものである。囃子は太鼓と笛のみだが、唄がつ

けられる踊りもある。 
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